
  
  客土造成水田の土壌化と生産性改善

  誌名 千葉県農業総合研究センター特別報告 = Special bulletin of the Chiba Prefectural
Agriculture Research Center

ISSN 13472593
著者名 在原,克之
発行元 千葉県農業総合研究センター
巻/号 1号
掲載ページ p. 1-60
発行年月 2002年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



客土造成水EBの±壌化と生産性改善

在原克之



目 次

第 I章序論

第 1節研究の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・・・;・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

第 2節研究の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................. 1 

第 3節既往の成果 ......................................................................................................... 2 

第 4節 千葉県における水田土壌の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............................................ 4 

第11章 第三系シルト岩風化物を客土材とする造成水田の土壌化

第 1節 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・................................................................................................6 

第 2節地域内水田の特徴と生産性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

第 3節客土造成方法 ...................................................................................................... 7 

第 4節調査方法 ............................................................................................................ 8 

第 5節調査結果 ............................................................................................................ 8 

第 6節考察...............................................................................................................14 

第III章 第三系シルト岩風化物客土造成水田の水稲生産性の改善

第 1節試験・調査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

第 2節試験・調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

第 3節考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

第IV章 第三系ヽンルト岩風化物客士造成水田の汎用化のための土壌、土層改良

第 1節試験・調査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

第 2節試験結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

第 3節考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

第V章 河川底質を客土材とする客土造成水田の士壌化と水稲生産性

第 1節 目 的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

第 2節 対象地域水田の特徴と生産性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

第 3節客土造成方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

第 4節調査方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

第 5節調査結 果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

第 6節考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35



第VI章 底質客土造成水田の成熟を促す障害対策

第 1節試験方法 •............•......•.•.......•........•......•.......•.............................•.............•......... 37 

第 2節調査方 法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 
第 3節試験結 果 ..........•................•...............................••.......•......•.....•.............•...........• 39 

第 4節考察...............................................................................................................43 

第VII章結論

第 1節結果の概要 .................•.•.......................•.•.....•........•............•............•............•..... 45 

第 2節客土造成水田の土壌管理法 ........•................•........•.....•••...........•......•...................... 46 

第 3節おわりに ............................................................................................................ 48 

謝辞........................................................................................................................48 

弓I用文献 ........................................................................................................................ 49 

写真........................................................................................................................54 

Summary・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 



千葉農総研特報 (Spec.Bull.ChibaAgric.Res.Cent.) 1 : 1 -60 (2002) 

第 I章序 論

第 1節研究の背景

水田は約2,000年の長期にわたり、わが国の基幹作物

である水稲の生産を支えてきた場であり、アジアモンスー

ン地帯に位置するわが国においては、湛水栽培により高

い生産力を安定維持してきた。また、洪水調整や地下水

の涵養が図られてきたことは、水田の持つ機能が国土保

全にとっていかに重要であるかを示している。

高城 (1966)は、土壌からの無機態窒素の発現等につ

いて代かきの意義を報告しているが、湛水することで施

肥した肥料成分の分解調整やかんがい水による肥料成分

の自然供給といった水田の持つ機能によって、生産性が

支えられてきたと考えることができる。

わが国の水田面積は、第二次大戦後から昭和40年代は

じめにかけて急増し、全国で約3,000千haに達したが、

昭和40年代半ばには米が生産過剰の状態となった。これ

以降、水田利用再編対策や水田農業確立対策による水田

の汎用化と米の生産調整により、 1997年の水稲作付け面

積は約2,000千haまで滅少した（農林水産省農蚕園芸局

農産課、 1963~1997)。しかし、 1999年 7月に施行され

た新農基法に示されているように、食料の安定した自給

が引き続き求められいる。将来予想される世界人口の増

加による食料不足の回避といった食料安全保障だけでな

く、水循環の調整や景観など国土の保全機能の維持を図

るためにも、水田の確保と生産性の維持向上は基本的に

重要な課題である。

第二次大戦後から昭和40年代はじめにかけての水田面

積の増加は、大戦後の食糧不足に対処するため行われ、

海面、湖i召の干拓や埋め立て、山林・原野を開墾する水

田造成によるものであった。その面積は昭和35年から50

年にかけて、前者は23,000ha、後者は78,000haに及び、

昭和50年には水田面積の約4%を占めていた。千葉県に

おいても、手賀沼、印膳沼を中心に干拓によって約2,100

haの水田が新規に造成されたが（吉武ら、 1995)、干拓

や開墾による水田の造成は、米の生産過剰を反映して昭

和52年以降は顕しく減少している（農林水産省農蚕園芸

局農産課、 1963~1997)。

しかし、既存の水田へ大量の客上材を搬入して農地を

造成するケースは、湿田の改良や畑地への転換あるいは

区画面積拡大を目的に農業構造改善事業が始まった1962

年以降増加し、さらに水田利用再編対策事業の始まった

1978年以降は、湿田の畑地転換や水田の汎用化を図る手

法として急増した。千葉県を例に挙げると、高い湿田率

を反映して1994年までの16年間で約1,400haに及び（千

葉県農林部耕地課、 1974~1994)、今後もその面積は増

加する傾向にある。

一般に自然士壌とは、母材、地形、気候、植生および

人為などの要因がかかわりあい、長い時間を要して生成

されたものであり、水田土壊のように植生、人為といっ

た要因が強く反映した土壌であってもその年数は数百年

の単位で生成されたものと考えることができる。自然土

壌に対して、造成土は「自然には起こりえない、異質士

壌物質が35cm以上盛土され、これに対応する土壌断面

が農耕地土壌に見あたらないほど大きく変化した土壌」

と定義づけられている（農耕地土壌分類委員会、 1995)。

造成土は土壌としての熟成を欠く人工土壌であるため

（岡崎、 1987;加藤、 1985)、工業用地や宅地のような単

なる地盤形成目的ではなく、農用地として利用するとし

ばしば肥沃度や易耕性に問題を生じる。

第 2節研究の目的

昭和40年代半ばから今日に至るまで米は過剰基調にあ

り、干拓、埋め立てならびに客土と言った農地造成によ

る水田面積の急増が、その後30年間、水田の汎用化や水

稲と畑作物あるいは畜産とを組み合わせた複合経営を進

めるうえで障害の一要因になったととらえることもでき

る。

農地造成による水田面積の急増について、大場 (1982)

は岩手県松尾村の調査報告の中で、水田面積の拡大は大

戦後の食糧不足への対処策であったと同時に、当時の地

域農業、農民がある一定の生活水準や所得水準に到達す

る近道であったと述べている。これは、食糧管理法によっ

て米生産の経営経済的環境が保障されていたために、農

地造成の効果が明確に現れたと考えられる。

米の過剰基調が続き、わが国の水田をとりまく環境が

新しい段階に入ったなかで、客土造成水田の成熟化の過

程と生産性との関係を取り上げる必要性は以下の3点と

考えられる。

第ーは、農業従事者の減少と高齢化、耕地利用率の低

下と耕作放棄地の増加が進む今日、これまでの個別対応

の稲作や転作から脱却し、省力で効率の良い生産システ

ムや営農システムヘの移行が叫ばれている。その対応策

として、ここ数年、全国各地で水稲の直播栽培への取り

組みがなされている。茨城県が主査県となり進められた

ー



千葉県農業総合研究センター特別報告 第 1号 (2002)

地域基幹農業技術体系実証研究（茨城県農業総合センター

ら、 1999)によると、大型機械利用による乾田直播栽培

は、移植栽培に比べて労働時間短縮、生産コストの低減

が図られており、より高い生産性を図るうえで区画面積

の拡大や圃場の分散錯圃の解消を今後の課題としている。

さらに梅本 (1999)は、集団による直播栽培導入の効果

は低コスト化だけでなく、転作作物の定着や集団を中心

とする新しい営農システム構築の機会になり得るとして

いる。

したがって、今後、湿田の改良、均平の整った乾田直

播栽培に向く大区画圃場整備（在原ら、 1999; 山路、

1988)や土地集積による効率的な水田利用を医ろうとす

る際に、短期間に農地を改変できる搬入客士は、極めて

有効な手法であり、千葉県のように湿田率の高い地域で

は（千葉県農林部、 1984)、大型機械作業体系による田

畑輪換を推進する契機にもなると考えられる。

第二として、これまで圃場整備事業において、客士が

事業メニューとして事前に事業計画に盛り込まれた例は、

計画段階で大量の土量が準備されていた場合に限られて

いる。ここ数年の間に、千葉県で区画面積の拡大を目的

に行われた圃場整備事業（千葉県農林部成田士地改良事

務所、 1998;成田土地改良事務所、 1990; 佐原土地改良

事務所、 1989;米本土地改良事業推進委員会、 1999)を

みても、客士工事が事前に計画されたものは、鉄道トン

ネルの掘削や河川の浚渫によって発生する排士を利用し

たもので、他の公共士木工事等と結合した形で行われて

いる。つまり、客土による農地造成は、資材の目処が立っ

て初めて成立することになる。視点を変えると、河川や

湖l召の浄化を目的とした浚渫や公共土木工事に伴って大

量の底質や士砂が発生すると、第一で述べたような、区

画面積の拡大や上地集積を図ろうとする水田の整備へ利

用される機会が多くなり、客士造成水田の面積は増加す

ると推測される。

第三は、水田へ厚さ35cm以上の大量の客土により、

これまでの水田上壌とは全く性質が異り、新たな生産上

の問題が生じる可能性の高い造成水田の面積は、 1962年

の農業構造改善事業開始以降増加している。今後、さら

に面積が増加する傾向にあるにもかかわらず、客土造成

水田の士壌断面形態や土壌理化学性の変化に伴う作物の

生育収量について、系統的に整理された調査報告はまだ

なく、土壌管理法は明らかにされていない。

これまでの客土に関する研究は、生産上問題となる上

壌養分や土壌物理性の改善を目的としたもので、土量が

少ないことから客上材は改良資材の一種として扱われ、

営農的改善手法として位置づけられている。しかし、こ

れまでとは異質な土壌物質が田面上に客土され、これま

でとは透水性、肥沃度、作業性等の要因が全く異なる圃

場ができあがるならば、耕作する農家の士壌ならびに水

稲の肥培管理法も大きく変わらざるを得ない。したがっ

て、農業土木的改善手法に連動した営農的改善手法を明

確にする意義は大きい。

山林・原野から採土した肥沃度に乏しい客士材の場合、

水稲は士壌から発現する無機態窒素量が少ないために生

育が不足し減収する。一方、生活排水が流入して富栄養

化した河川・湖l召の底質を客上材とした場合には、窒素

の過剰吸収により水稲は倒伏し、未熟粒の多発生により

減収や品質の低下が予想される。両客土材に無機態窒素

発現量に違いはあるものの、水稲の生育、収量から評価

した場合には両客土材はいずれも未熟と考えるべきであ

ろう。

肥沃度に乏しい客上材も富栄養化した底質も、農家が

「成熟した」と評価する収量水準は同じであり、その段

階に至るまでの期間を、窒素肥沃度や障害発生因子と言っ

た土壌の理化学的要素の定量や上壌断面形態の変化だけ

で評価するのは不十分である。農家が標準的栽培管理で

平均収量水準に達するまでの水稲の生育、収量変化も併

せて検討、評価すべきと考える。

したがって、本研究では、客土造成水田の未熟な土壌

が、グライ化や塩基組成の再編などの水田土壌生成作用

に耕転等の影響が働き、水稲の収量が標準的水準に達す

るまでの期間を「客土造成水田の成熟過程」と定義し、

この過程での士壌特性と作物の生育、収量の変化を系統

的に調査、検討して成熟過程を解明するとともに、造成

後の土壌管理法を明らかにすることを目的とした。

第 3節既往の成果

異質土壌物質を搬入し、短時間で人工的に農地を作る

ことが農地の造成であり、それは、千拓、埋め立て、客

土ならびに切盛土することによって行われてきた。

このうち、干拓、埋め立てによる造成については、有

明海、児島湾、八郎潟等に代表され、多くの試験調査報

告がある（入沢、 1957;金子、 1977;川ロ・喜田、 1957a;

川ロ・喜田、 1957b; 小林、 1939; 三浦、 1986; 佐藤、

1987; 米田、 1958a;米田、 1958b; 吉野、 1970)。久保

田 (1961)、松尾ら (1964)、白鳥 (1972)は、塩成干拓

地で水稲に発生する塩害の軽減を図るうえで、かんがい

水による除塩の効果が高いことを明らかにしている。干

拓地における酸性硫酸塩土壌に関するものとしては、戦

後、小林 (1939)による霞ヶ浦での調蓋が本格的な研究

の始まりとされ、以降、米田 (1954; 1958a ; 1958b)、

村上 (1961; 1967a ; 1967b ; 1968a ; 1968b) による一
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在原：客士造成水田の士壌化と生産性改善

連の研究により特性や改良方法が明らかにされている。

なかでも、干拓初期は作付けせずに士壌を酸化させ、土

壌を洗浄した後に石灰で中和する村上の考案した改良法

はこれまでにない画期的な方法とされている。

千拓、埋め立てによる造成水田を水田土壌生成の視点

でとらえた研究として、吉野 (1970)は有明干拓地にお

いて、下瀬・米田 (1956)は児島湾干拓地において士壌

断面形態の経時的変化を調査し、干拓後の年数経過に伴っ

て地下水の影響が少なくなり、グライ層位の低下とかん

がい水の影響で鉄、マンガンの溶脱集積が顕著となるこ

とを報告している。特に、吉野は年数経過に伴うこの変

化を、水田士壊生成作用の進行による熟田化過程と表現

している。

客士とは異なるが、立谷 (1961)は福島県矢吹ガ原開

田地において、水田士壌化と土壌理化学性の変化ならび

に水稲の収量を系統的に調査している。それによると湛

水が開田地士壌の水田土壌化を促し、火山灰土壊では6

年、洪積土壌では3年で水田土壌として安定したものに

なるとしており、同時に、水田士壌化に伴う各種成分の

溶脱による生産性の問題に対する改良法を明らかにして

いる。開墾後、水田として利用する過程で解析された立

谷の報告は、水による物質動態への影響と言う点では、

異質士壌物質を35cm以上客士して造成された水田の場

合と共通するものがある。

客土は、土壌の理化学的性質を大きく変えることがで

きるため、不良要因を持つ土壌の改良対策として用いら

れてきた。しかし、客士は多量の客土材を必要とし、エ

法や予算等の問題を伴うため、既往の研究の多くは土量

が10a当たり数十トン程度と少なく、その成果も、客土

材の粘士含量、塩基置換容量、含有成分の分析など、効

果的な施用を検討したものとなっている（耕士培養事業

十周年記念会、 1961; 藤堂ら、 1954;山口県農業試験場、

1955 ; 松本ら、 1965; 鬼鞍、 1970)。

耕士培養事業試験成績書 (1961)によると、老朽化水

田の改良を目的に優良粘土を客土した試験例が228例あ

り、平均120000kg ha-1の客土により7%増収している。

また、客土による生産性の改善については、泥炭地での

改良法としても利用され、石塚• 田中 (1956)は客土に

より泥炭の分解に伴って生成される窒素の発現が早まり、

生育後半の窒素吸収過多の抑制効果を報告している。こ

の他、地力保全基本調査総合成績書II (農林水産省農蚕

園芸局農産課、 1983b)によれば、有効士層、作士層の

厚さの向上や肥沃度の改善を目的に三璽、石川、青森、

愛知県などで約30例があるほか、石井・岩間 (1962)は

重桔性土壌の物理性改善に砂客土の効果が高いことを明

らかにしている。

搬入客上を改善策として示したものとしては、カドミ

ウム汚染水田の改善対策がある（農林水産省農蚕園芸局

農産課、 1983a)。館川 (1978) は、非汚染士を搬入し

て、汚染士を水稲根の伸長しない下層に埋め込むことで

玄米中のカドミウム含量の吸収抑制が図れるとし、尾川

ら (1985)は客土厚として、概ね水稲根群域に相当する

20cm程度としている。

第 1-1表 代表的水田士壌統群面積と構成比率

千葉県における主要な
千葉県 全 国

土壌群 面積 構成 面積 構成
水田士壌統群名

(ha) (%) (ha) (%) 

黒ボク土 淡色黒ボク土 40 0.0 187,735 3.7 

黒ボクグライ上 腐植質ボクグライ上 1,475 0.9 35,897 0.7 

灰色台地土 礫質灰色台地土 110 0.1 157,515 3.1 

グライ台地土 礫質グライ台地土 395 0.2 44,551 0.9 

細粒灰色低地土、灰色系 4,715 3.0 253,875 5.0 

中粗粒灰色低地士、灰色系 2,897 1.8 152,724 3.0 

灰色低地土 細粒灰色低地土、灰褐系 3,377 2.1 208,121 4.1 

中粗粒灰色低地士、灰褐系 1,223 0.8 177,883 3.5 

礫質灰色低地上、灰褐系 175 0.1 105,642 2.1 

細粒グライ士 22,068 13.9 333,695 6.5 

グライ土
中粗粒強グライ上 36,199 22.7 171,116 3.3 

細粒グライ土 6,228 3.9 214,753 4.2 

中粗粒グライ土 3,464 2.2 89,975 1.8 

黒泥土 7,352 4.6 77,752 1.5 

泥炭士 2,369 1.5 141,911 2.8 

水田合計 92,087 57.8 2,353,145 45.9 

耕地合計 159,187 100.0 5,122,229 100.0 

注）地力保全甚本調査総合成績書 (I), 農林水産省農産園芸局 (1983)
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第 1-2表 千葉県に分布する水田土壌統群、土壌統別の面稼と土壌生産力可能性等級

土壌群

黒ボク土

黒ボクグライ土

灰色台地土

グライ台地士

土壌統群名

大河内

半谷

長 田

婦負

東和

藤代-------------

加茂

豊中-------------

緒方
多々 良
-------------

善通寺 II 1,055 

納倉 II, ill 168 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

礫質灰色低地土、灰褐系 赤池 II 175 

富曽亀 皿 2,505 

II 5,904 

ill 4 637 ， 

淡色黒ボク上

腐植質黒ボクグライ土

礫質灰色台地士

礫質グライ台地土

中粗粒灰色低地土、灰色

灰色低地士

中粗粒灰色低地土、灰褐

士壌統名
土壌生産力

可能性等級

ill 

m
-
I
I
 
II-II 

II 
II 

面積

(ha) 

40 

1,475 

110 

395 

2,342 

555 

1,742 

構成

(%) 

0.0 

1.6 

0.1 

0.4 

1,622 

2.5 

0.6 
-----

1.9 

1.1 

0.2 ................. 

0.2 
2.7 

6.4 

グライ土

細粒強グライ土

中粗粒強グライ士

中粗粒グライ士
八

黒泥土

泥炭士

合計

注 1)千葉県耕地土壌の実態，千葉県農林部 (1984)から作成。

2)土壌生産力可能性等級は、地力保全基本調査の分級基準に基づく分類。

島帽子

岩 沼

IIIIII 

9

9

 

II-II-II 
I
I
I
I
 

2,520 

944 

180 

7,172 

2,369 

92,087 

幻
一
闊
立
一
⑬
一
訊
一

100

このように、いずれも客土量が10a当たり数十トン程

度で、嵩上げ高も数cmから20cm程度であり、造成土の

定義（農耕地土壌分類委員会、 1995)とは異なるもので

あった。

河川の底質を客土材とする圃場整備について、国分ら

(1980)は、透水性が小さいために海面干拓と同様に塩

害や強還元害が発生し、整備後23年間は減収原因となる

とし、生産力の改善については窒素施用を留意点として

いる。これは、調査地点の多くが粗砂と細砂からなる底

質であったためと考えられ、可酸化性硫黄含量の多いヘ

ドロ質の底質については、酸化に伴う酸性障害発生の危

険性を指摘してはいるが、酸性障害の発生状況や発生期

間については明らかにされていない。

基盤整備後の地力むらによる水稲生産の低下を防ぐた

めの施肥改善や栽培管理に関する試験例（中林•石川、

1966; 上田・有田、 1967)は多いが、客土造成水田に限

らず、整備後の理化学性と生産性の変化について経年変

化を調査した事例は殆どなく、久津那ら (1972)が富山

県常願寺川流域の沖積士水田で7年間にわたって調査し

たものが唯一と思われる。

このように客士についての研究は、搬入士量が旧作士

層と混和される程度の嵩上げや、岩井 (1966; 1967)の

流水客土による報告を除くと、面積も小規模であり、客

士造成水田における土壌の成熟過程と水稲の生育、収量

について、系統的に検討した報告は認められない。

第 4節 千葉県における水田土壌の特徴

1. 水田士壌の特徴と分布

1984年の取りまとめによると（千菓県農林部、 1984)、

千葉県の耕地面積は約16万haで、このうちの約58%が

水田として利用されている。

第1-1表に千葉県水田の土壌統群別面積を示した。

千葉県の水田土壌は8土壌群に分類され、このうち、
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在原：客土造成水田の土壌化と生産性改善

グライ士の構成比率は耕地面積に対して約43%であり、

全国的にみてもその比率は高い。土壌群をグライ層の出

現位置により分類した土壌統群でみると、田面下30cm

以内にグライ層が出現する細粒強グライ土、中粗粒強グ

ライ土の比率が高く、これに黒泥土、泥炭土を加えた面

積は約68,000haに及んでいる。

全国における細粒強グライ土、中粗粒強グライ土の水

田面積は、耕地面積の約10%に相当する約50万haと推

定され、千葉県、山形県、茨城県、新潟県、石川県、福

井県ならびに鳥取県では各県水田面積の30~60%が、こ

の2土壌統群に該当している（農林水産省農蚕園芸局農

産課、 1983a)。

地力保全基本調査では、細粒強グライ土、中粗粒強グ

ライ士等に分類される地下水位の高い水田や黒泥土、泥

炭土の水田を、還元化が極めて強く水稲の根系障害が甚

だしい、あるいは、そのおそれが極めて大きい水田とし

ている。そして全国で約70万haの水田は、地下水位が

高いために汎用化が図り難くい状況にあると推定されて

いる（農林水産省農蚕園芸局農産課、 1983b)。

千葉県の水田面積は、 1978年に始まった水田高度利用

対策事業以降は減少傾向にあり、 199碑三の面積は約65,000

haで、 1979年の取りまとめに比べて30%減少している

（農林水産省千葉統計事務所、 1964~1998)。この間、排

水施設整備等による士地改良対策により水田の乾田化が

図られているが、近年、八横ら (2000)がランドサット

TMデータを用いて区分した水田の乾湿結果では、依然

として湿田面積は約35,000haあり、水田面積の56.2%に

相当している。

2. 調査地域の代表的土壌断面形態と土壌の化学性

前節で述べたように、千葉県水田の56.2%はグライ士、

黒泥士ならびに泥炭土に区分され、その多くは九十九里

沿岸と利根川沿岸のいわゆる両総低地に分布している。

地力保全基本調査事業では、土壊の生産力を分級する

ために作土の厚さ、自然肥沃度、酸化還元性など10の基

準項目を設定し、各土壊統の土壌生産力可能性等級を I

からNの4段階で示している（農林水産省農蚕園芸局農

産課、 1983b)。土壌的にみて、等級 I、 IIは正当な収

量をあげる上での制限要因が殆どないか、あるいは若干

あるとしているのに対して、 IlIは大きな制限要因があり

土壌悪化の危険性が大きいとし、 Wはきわめて大きな制

限要因があり耕地としての利用が極めて困難としている。

1984年度に取りまとめられた水田面積（千葉県農林部、

1984)をもとに、土壌統別に土壌生産力可能性等級と該

当する面積を第1-2表に示した。

両総低地に広く分布する細粒強グライ士、中粗粒強グ

ライ土は8つの士壌統に分類され、田川統と片桐統を除

く6つの土壊統の土壌生産力可能性等級はIlIないしWと

なっている。等級lIIに分級される全ての土壌統で、酸化

還元性が正当な収量をあげる上での制限要因とされてい

る。等級Wに分級される琴浜統では酸化還元性に加えて

有害物質の存在があげられ、該当する面積は千葉県全体

で約88haあり、全てが九十九里沿岸低地の南端に分布

している。
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第II章 第三系シルト岩風化物を客土材とする造成水田の土壌化

第 1節目的

千葉県の九十九里海成沖積平野に位置する白子町は、

日本でも有数の天然ガスとヨードの産地として知られて

いる。当地域の水田は砂質の強グライ士であるが、水稲

の収量水準は高い。しかし、 2級河川南白亀川下流沿岸

の水田で、 1970年頃から地殻変動が原因と思われるガス

の自噴が水田内に増加し、ガスと共に噴出する坑井水中

の塩分やヨウ素による水稲の被害（千葉県農林部、 1974;

千葉県農林部茂原土地改良事務所、 1985)が年々拡大し

てきた。また、当地域は低湿地のため海抜lm未満の圃

場が多く、排水路から海水が逆流して塩害が発生するな

ど、水稲生産のうえで問題の多い地域であった。

1978年度は、白子町の平均収量に対して50%以上減収

した水田の割合が水田面積の33%にも及び、被害が発生

した水田では上壌水中の塩分が500~3000mgじ、ヨウ

素は10~40mgじであった。

これらの被害を防止して水稲の生産性を改善するため

に、県営事業として1979年から客土による対策が着手さ

れた（千葉県農林部茂原士地改良事務所、 1985)。

客上事業により塩分やヨウ素による水稲の被害は解消

された。しかし、客士材の肥沃度が低かったり、造成時

の重機走行によるものと推定される水稲の生育抑制や減

収が営農上の新たな問題として発生し、生産性を改善す

る土壌管理法の策定が急務となった。そこで、客土造成

水田の水田土壌化の過程と水稲の生育、収量との関係を

明らかにしようとした。
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灰
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第 2-1図 九十九里海成低地の代表的な中粗粒強グライ上の土壌断面柱状図
調査： 1983年10月 白子町

第 2節地域内水田の特徴と生産性

1. 水田土壌の特徴

客士造成事業が実施され，本調鉦で対象とした白子町

の水田面積は約900haである。上壊統では琴浜統と片桐

統とでほぼ100%を占めており，琴浜統のうち等級Wに

分級される面積は約40haである。ここで等級Wに分級

される原因となっている有害物質は，水田内に自噴する

天然ガスの抗井水（ガス水）中の塩分およびヨウ素，あ

るいは満潮時に排水路から逆流する塩分である。

九十九里低地にみられる代表的な土壌断面柱状図を第

2-1図に示した。

第1層に当たる作土層の腐植含量は10~20gkg-1であ

るが，第2層以下の含量は低い。第1層の層界は平坦判然，

第2層は漸変であるが，第3層の土色は還元色を呈してお

6
 



在原：客士造成水田の土壊化と生産性改善

り、第2層との層界は判然である。第1層、第2層とも斑

紋は少なく、第3層以下には認められない。 0.2%a a' 

ジピリジル液（以下、ジピリジルとする）によるFe'十の

呈色反応は、各層とも極めて鮮明に呈色し、全層が還元

状態にある。土性は全層が砂質であるが、深さ30cm以

下は粗砂含量が多い傾向である。このため構造はなく、

全層にわたって単粒状である。

第2-1表に中粗粒強グライ土水田の作土層の化学性を

示した。

土壌pHは全県平均値と差はないが、 CECは低く、交

換性CaO、MgO含量も少ない。これは県平均値が壌質

土を含めた値であるために、作上の上性が壌質砂士ある

いは砂壌士であるエ区内水田の平均値が低くなったと考

えられる。全炭素含量は9gkg-Iで県平均に比べて明ら

かに少ないが、湛水静置培養による可給態窒素量は158

mg kg1で、 1980~1983年にかけて実施された土壌環境

基礎調査（定点士壌調査）結果、全223地点の平均値148

mg kg-1と同程度である（千菓県農林部、 1984)。

対象地域に分布する中粗粒強グライ土水田の特徴とし

て、他の地域ではほとんど検出されない塩分が平均値で

159mg kg-1と高く、天然ガスの抗井近くでは約300mg

kg-Iの水田も認められた。

2. 水稲の生産性

千葉県および客士事業の対象地域である白子町の単位

面積当たり収量を第2-2図に示した。また客土材と母材
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が同じ水田が分布する長南町の収量も併せて示した。

千葉県の単位面積当たりの平均収量は35年間で約15%

増加しているが、この間、水稲減数分裂期に北東方向か

ら吹き込んだ「やませ」の影響により（渡部、 1994)、

2~7年間隔で障害型冷害が発生し、著しい減収となっ

ている（財団法人日本気象協会銚子地方気象台、 1987)。

白子町の1964~1979年の15か年間の平均収量の推移を

みると、 1970年と1977年の冷害年を除き、長南町や千葉

県平均に比べて少ない傾向にあり、特に長南町との収量

差は10%前後と大きい。しかし、客土事業が終了した

1984年以降、白子町の平均収量は長南町や千葉県平均に

比べて同程度からやや増収の傾向を示しており、地域水

田の生産性を改善するうえで客土事業の効果が認められた。

第 3節客土造成方法

第2-2図過去35年間の平均収量の推移

・・・△・・千葉県 e 白子町 一-0-----長南町

注）千葉県農林統計年報（総合編）より作成

1. 施工方法

施工方法は、既存の砂質強グライ士水田の原地表面よ

り60cmの高さまで客士材を上乗せ客土して水田造成す

ると言うもので、 1979~1984年6か年間にわたって行わ

れた。実施面積は約115haで、白子町の水田面積の約15%

に及ぶに大規模なものであった。なお、実施面積のうち

の5.5haについては、永久畑として利用するために平均

客上厚は90cmで施工された（千菓県農林部茂原士地改

良事務所、 1985)。

客土造成は、エ区から十数km離れた茂原市と長南町

の山林•原野から採取した第三系シルト岩風化物を、大

型ダンプで搬入し、大型湿地ブルドーザで計画高に押し

土整地するもので、客土量は実に大型ダンプ10万台分の

605,000面であった。

2. 客士材の特徴

第2-2、2-3表に客士材の粒径組成と土壌化学性を示し

た。客士材とした第三系シルト岩風化物と客士施工前の

水田作土層の粒径組成を比較すると、細砂と粘土画分の

割合に差はなかったが、客土材は粗砂が少なくシルトが

多い傾向にあった。

第2-1表 地域内に分布する中粗粒強グライ土水田の土壌化学性

PH EC 土壌有機物可給態 (mgkgり CEC 飽和度（％） 塩素

（比0) (dS mり (gkg-') N 巳Os (cmol(+)kgり 塩基 ca (mg kgう

地域平均値 6.2 0.26 15.7 158 87 10.3 71.7 45.8 159 

同標準偏差 0.3 0.10 7.2 82 24 2.0 22.6 20.8 105 
--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------------

県平均値 6.0 27.9 80 16.0 80.9 60.0 

注）地域平均値 (n= 5)、県平均値は中粗粒強グライ士の全県平均 (n=67)。
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第2-2表 客上材とした第三系シルト岩風化物の粒径組成

粒径組成（％）

粗砂 細砂砂合計シルト 粘士

第2-3表 客土材とした第三系シルト岩風化物の化学性

客土材 平均値 3.5 80.9 84.4 12.5 3.1 SL~SiL 

PH 
土壌 可給態

採取地 有機物 (mgkgう
CEC 飽和度（％） リン酸

（凡0)
吸 収

(g kgり
(cmol(+)kgり

N P,O, 塩基 r~HP- 係数

n=9 標準偏差 2.4 5.0 4.0 2.8 1.9 
茂原市 6.6 0.9 1.6 81 13.0 94.0 61.0 29.4 556 

施工前水田 平均値 11.9 79.3 91.2 5.7 3.1 LS~S 
................................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ................................... 

n=8 標準偏差 4.8 4.5 2.9 1.8 1.2 長南町 6.5 1.4 2. 7 92 13.3 89.0 54.0 31. 7 499 

注）可給態P,O,の定量はトルオーグ法による。

2地区から採取した客土材の土壌化学性に大差はみら

れず、ともに有機物含量は少なく、可給態窒素量も2mg

kg-1前後と少なかった。一方、可給態P,Os含量は80~90

mg kg-1で、リン酸吸収係数も500前後であり、客土後

に改善を要する値ではなかった。 CECがほぼ等しい既存

水田と比較して、交換性塩基含量は多く、塩基飽和度は

90%前後と高かった。

第4節調査方法

1. 土壌断面形態とグライ化

1979~1984年にかけて客土造成され、施工後1~6作水

稲が栽培された圃場を各年 2圃場選定し、 1985年の水稲

収穫後に試抗した。さらに1988年の水稲収穫後に、 1985

年と同一圃場を再度試抗して土壌断面形態を調査した。

水稲分げつ期における作土層の還元程度を比較するた

め、 1983年5月、荒代かき5週間後に造成後1~4作目圃場

の作土を採取して、士色を標準土色帳により、グライ化

の程度をジピリジルの呈色（ペドロジスト懇談会、 1984)

により調査した。

2. 士壊の化学性

客土造成後1~6作目の圃場について、 1985年の水稲収

穫後、それぞれ5圃場づつ (4作目は4圃場）計29圃場よ

り、深さO~lOcmを表層部、深さ 10~25cmを次表層部

として士壌を採取し、風乾後分析に供した。

pH、EC、交換性塩基は常法（農林水産省農蚕園芸局

農産課、 1977)で測定し、土壌有機物含量はチューリン

法により全炭素を測定して換算した。可給態窒素は、土

壌を湛水状態で30℃、 4週間静置培養し水蒸気蒸留法で

測定した。また、可給態窒素生成量測定と同一の培養土

壌から10%KC1溶液で浸出した鉄を原子吸光法で測定し、

置換性Fe'十とした。

3. 土壌ち密度、作土深ならびに根の伸長

土壌化学性を調査した29圃場について、 1985年の水稲

収穫後、自記式貫入硬度計（使用バネ4.9MPa、コーン

断面積2cmりを用いて土壌の貫入抵抗を測定した。作

土深は、貫入硬度計により自記されたコーン指数曲線が

大きく変曲する深さとした。また水稲根の分布状況につ

いては試抗により調査し、伸長下端深を根の深さとした。

4. 水稲の生育、収量ならびに窒素吸収量

1985年の水稲収穫後に、土壌化学性およびち密度を調

査した29圃場のうち、「コシヒカリ」の栽培圃場（各年

次3ないし4圃場計21圃場）において、水稲の生育と収量

を調査した。生育調査は最高分げつ期にあたる移植約50

日後と成熟期に行なった。収量は各圃場とも3.3面を刈

り取り調査した。

窒素吸収量は収穫した籾およびわらについて、ケルダー

ル分解後アンモニア態窒素を水蒸気蒸留法で測定した。

第 5節調査結果

1. 造成後の年数経過に伴う士壌断面形態

客土造成後1~6作経過した圃場について1985年の水稲

収穫後に士壌断面を調査し、このうちの1、3、6作を経

過した圃場の土壌断面柱状図を第2-3、2-4、2-5図に示し

た。

造成後1作目圃場では、第1層、第2層とも層界は平坦

判然で、士色は客土用土と同じ2.5Yの暗灰黄色であっ

た。ジビリジルによる呈色反応や斑紋形成は認められな

かったが、旧作土層と接する第3層では厚さ4cm程度の

グライ層の形成が認められた。

造成後3作目圃場の第1層の層界は平坦判然で、ジピリ

ジルによる反応は即時ではないが赤紫に呈色し、糸根状

と雲状の斑紋の形成が僅かに認められた。第1層、第2層

に比べて第3層は湿っており、土色もやや還元色の強い

5Yの灰オリーブ色で、ジピリジルによる反応も即時に

呈色が認められた。第2層にはグライ斑が認められるも

のの、ジピリジルと土色からみて第3層に比べて還元の

程度は弱い。しかし第2層の層界は漸変で、地下水の影

轡で第3層から上方向に土壌の還元化が進行しているよ

うすがうかがえた。

造成後6作目圃場の第1層の層界は明瞭で、第1層と第2

層とでは山中式硬度計の計測値に明らかな違いが認めら

れた。第1層にはグライ斑が確認され、第2層以下はジピ

リジルで即時に呈色し、とくに第3層、第4層は赤紫色が

濃く、土色は還元色で2.5GY~5GYの暗オリーブ灰色で
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第 2-3図

特記事項：深さ25~29cm付近に土色の淡い模様があるが
グライ斑とは言い難い。深さ33cm付近はジピリジル
反応が極めて鮮明である．

造成後 1作を終了した客土造成水田の土壊断面柱状図

山中式硬戸

深さ 計斎征
土色 土性腐植 構造 斑紋・結核ヅピリジル反応 根の分布 (cm) (mm) 

2.5Y4/3 

2.5Y5/3 

7.5Y5/2 

10Y4/2 

2.5Y/3/1 

第 2-4図

2.5Y4/3 

2.5Y4/2 

2.5GY4/1 

5GY4/1 

7.5GY4/1 

SiL 

Sil 

SL 

l.:.S 

Sil 

Sil 

Sil 

SL 

SL 

Sil 

SiL 

SiL 

SiL 

なし

なし

含む

有り

微

なし

なし

含むやや強壁状

含む

微

なし

なし

なし

SL 含む

壁状

壁状

壁状

単粒状

弱い壁状

弱い壁状

弱い壁状

壁状

弱い壁状

単粒状

単粒状

なし

なし

なし

糸根状微
雲状微

雲状含む

雲状微

呈色しない

即時鮮明に呈色

即時鮮明に呈色

極粗～なし

なし

なし

5 9.2士2.3
10 17.6士2.9
15 21.0土3.5
20 27.4士：0.5 
25 27.4土0.5
30 21.8士1.6

40 19.0士：1.2 

60 15.6士1.5

なし 即時鮮明に呈色

暫くして弱く呈色
グライ班有り

弱い壁状シルト泥岩の暫くして弱く呈色
結核有り グライ班有り

中

なし

なし

なし

即時に弱く呈色

即時鮮明に呈色

糸根状含むグライ班有り
雲状含む

即時鮮明l::.l呈色粗～なし

即時鮮明に呈色

5 3以下
10 10.4士1.1
15 23.2土2.5
20 25.4士1.3
25 24.8士：0.4 
30 24.8士1.9
35 25.6士0.9
40 24.2士1.9

50 20.8±4.7 

60 15.0土：0.7 

なし 即時鮮明に呈色

特記事項：深さ48cm付近から上方向にグライ層が発達している。
深さ22~33cmにシルト岩の礫多い。

造成後 3作を終了した客士造成水田の土壌断面柱状図

山中式硬度

深さ 計測値
土色 ユ塞上且Uil 構造 斑紋・緒核ヅピリジル反応根の分布 (cm) (mm) 

中

なし

なし 即時鮮明に呈色

5 3以下
10 7.5士：0.7 
15 11.0土2.0
20 23.2土1.9
25 26.0士2.1
30 23.2士1.3
35 23.4士2.1
40 21.8土2.7

50 23.0士1.0

60 25.4士4.7
壁状 なし 即時鮮明に呈色

SL 

第 2-5図

特記事項： 深さ45cm付近は｀上層からのグライ層
と下層からのグライ層との境目．
深さ71cmから湧水．

造成後 6作を終了した客士造成水田の上壊断面柱状図
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ジピリジル反応
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第2-6図 造成後経過年数に伴うジピリジル反応の変化
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第2-7図 造成後経過年数に伴う斑紋の生成
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第2-8図 造成後の年数経過に伴う土色の変化

あった。しかし、第3層と第4層の層界に当たる深さ45cm

付近には2.5Yの黄褐色の部分が認められ、この部分が、

かんがい水や雨水の下降に伴う士壌の還元化と地下水の

上昇に伴う還元化の境目と判断された。また、第1層に

は糸根状と雲状の斑紋の形成が認められ、第2層、第3層

とも斑紋の量は第1層に比べて少なくなるものの、明ら

かに作士層から下層に向かって斑紋の形成が進んでいた。

1985年と1988年に行った土壌断面調査結果のうち、ジ

ピリジルによる呈色反応と斑紋の程度ならびに土色につ

いて、造成後の年数経過に伴う変化を深さ別に第2-6、

2-7、2-8図にまとめて示した。

ジピリジルによる反応は、旧作上層に近い深さ20~30

cmの方が作土層に相当する深さO~lOcmに比べて反応

が早く、赤紫色に呈色する程度も濃い傾向にあった。深

さ10~20cmと深さ20~30cmとでは5作目以降に差が認

められるものの、年数経過に伴う変化は同傾向であった。

年数経過に伴う土色の変化は上述のジピリジルによる

反応と同傾向であった。ほとんどの調査地点では深さ10

~20cmの士色が2.5Yの黄褐色であったが、深さ10~20cm

と深さ20~30cmでは4、5作目以降に2.5GYの暗オリー

ブ灰色からlOBGの暗灰色となっており、年数経過に伴っ

10 
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て還元色が強くなる傾向であった。

一方、糸根状と雲状の斑紋の発逹程度は、深さO~lOcm

では深さ10~20cmと深さ20~30cmに比べて多い傾向に

あり、発達程度「あり」に達するまでの年数は、深さ0~

10cmでは2、3年、深さ10~20cmでは4、5年を要した。

2. 分げっ期における作土の士色とグライ化

水稲の分げつ期における作土の土色とジピリジル反応

の調査結果を第2-4表に示した。

客士造成後1作目の圃場は全て土色が2.5YR~10Yで、

ジピリジル反応は弱く、部分的にグライ斑を有する圃場

が9圃場中4圃場みられるのみであった。 2作目の10圃場

中6圃場はジピリジル反応が顕著に認められ、士色も7.5GY

~lOGYと青灰色を示したが、他の4圃場はグライ斑は

多いものの、土色は2.5YR~7.5Yであった。 3、4作目の

圃場では全てが速やかに呈色するグライ層で、極めて鮮

明な濃赤色を呈する圃場も数地点あり、土色も5GY~

5Bの還元色であった。

3. 造成後の年数経過に伴う土壌化学性の変化

客土造成後の年数経過と士壊の化学性との関係につい

て第2-5表に示した。

土壌のpHは、 6作目の表層部で低下したが、 ECは造

成後の年数経過に伴う差は認められなかった。表層部の

Ca飽和度とMg飽和度は年数経過に伴って低下する傾向

を示したのに対して、次表層部では年次変化が小さく、

このため、表層部と次表層部との含量および飽和度は、

年次とともに差が大きくなった。これに対し、 K飽和度

は、表層部の方が次表層部に比べてやや多い傾向であっ

たが、年次間の変動はみられなかった。

士壌有機物含量および可給態窒素生成量は、表層部、

次表層部とも造成後の年数経過に伴って増加する傾向を

示した。表層部の土壌有機物含量は、造成後1作目圃場

では1.9gkg-'と少ないが、 2、3作目圃場では約4.5gkg-'__ 

5~6作目圃場では6.0gkg-1まで増加していた。同様な傾

向が可給態窒素生成量でもみられ、造成後3、4作目の圃

場では31~33mg kg-1、5、6作目の圃場では42~45mg

kg-'であった。しかし、次表層部における両者の増加程

度は表層部に比べて少なく、 6作目圃場でも士壌有機物

含量は表層部の1/2、可給態窒素生成量は約1/3であっ

た。

これら土壌有機物含景と可給態窒素生成量の間には、

高い正の相関が認められた。土壌有機物含量の増加の要

因としては、調査した全30圃場中19圃場でコンバインに

よる収穫時の稲わらが鋤込まれており、稲わらの施用と

圃場に残る根株によるものと考えられた。

第2-4表 客土造成後の年数経過に伴う作士の士色の変化と還元反応

造成後 作土層の土色（マンセル） 作上謄の
経過年数 2.5YR 7.5Y lOY 5 GY 7.5GY lDGY 5G lOB G 5 B ジビりジル反応

1作目 000 ▲▲▲ 〇
▲▲ 

g。=8g1=l 
~---------------------------------- --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

2作目 ▲▲▲ ▲ ●●● ●●● 
g,=2 G,=6 
G,=2 

----------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

3作目 ． ． ●●● ● ． G,=2 G戸 5
------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

4作目 ． ●●● 
●● 

注1)0: グライ斑、グライ層なし ▲ ：グライ斑あり ● ：グライ層

2) g。：呈色しない g,: しばらくして淡＜呈色 G,: 即時に弱く呈色

釦：即時鮮明に呈色 G,: 即時に猿＜呈色

●●● 

第2-5表造成後の年数経過と土壌の化学性

PH EC 土壌有機物 可給態窒素 CEC 

G戸 5G,=4 

飽和度（％）造成後
年数

層位
(H,O) (dS m・1) (g kgり (mg kgり cmol(+)kgり塩基 ca Mg 

1作

(n=5) 

6.7 

6.6 

0.16 1.9 

0.21 1.3 

9.6 13.9 92.6 57.8 31.2 

6.7 13.9 94.3 57.9 33.2 
............... 

2作
---------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------
6.5 0.22 4.4 26.9 13.8 85.8 53.2 28.6 

(n=4) 0.20 2.2 9.4 14.4 86.1 52.9 

6.3 0.23 3.4 9.9 58.8 27.9 

注）表層：深さ O~lOcm,次表層：深さ10~20cm.
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可給態窒素生成量と作土の深さから算出した窒素供給

量と収量との関係を第2-9図に示した。作土の窒素供給

量の自然対数値を取ることにより、両者の間に正の相関

が得られ、収量は作士の窒素供給量が低い程減収する傾

向がうかがえた。この関係から、地域の平均収量5,450

kg ha-1を得るためには、作土から50kgha-1の窒素の供

給が必要と推定された。

可給態窒素生成量と同一の培養土壌から抽出した置換

性F記生成量との関係を第2-10図に示した。両者の間に

は正の相関が認められた。また、土壌有機物含量と置換

性Fe'十生成量との間にも正の相関が認められた。さらに、

この培養土壌の経時的な土色の変化は、既述の作土の土

色と同傾向であった。すなわち、 1、2作目圃場の士壌で

は30℃、 4週間の培養でも還元色にならないが、 3作目以

降の圃場では全てが約3週間で10Y~5BGの還元色を呈

した。

このように、当造成士壌のような未熟な水田において

は、土壌有機物含量、可給態窒素生成量および置換性

F砧含量の三者は密接に関連しながら増加していくこと

が認められた。これに対して、置換性Fe'十生成量と Ca

およびMgの飽和度は、第2-11図に示したように負の関

係にあった。

4. 造成後の年数経過に伴うち密度、作土深の違いと根

の伸長

調査地区における客上造成は、 10tクラスのダンプカー、

大型湿地ブルドーザ等の重機により行なわれた。このた

め、造成直後の圃場の物理性は第2-6表に示したように、

客土厚に相当する深さ40cmまでは各項目の測定値に差

はなく、仮比重1.32、固相率0.50m3m-3で粗孔隙の極め

て少ないち密な圧密層となっており、多くの場合、飽和

透水係数は10-'~10-'cm seぶと水の移動性は極めて小さ

かった。

造成後の年数経過に伴う貫入抵抗（コーン指数）の変

化を第2-12図に示した。

造成後1作目圃場では、深さ5cmで0.50MPa、10cmで

0.96MPaであり、深さ 15cmで1.72MPaとコーン指数は

増大し、深さ25cmでは2.45MPa以上であった。 2作目圃

場では、深さ15cmまでは1作目圃場に比べてコーン指数

の低下が認められたが、深さ 20cm以下では差がなかっ

た。これに対して、 3、4作目以上の圃場では、深さ15cm

のコーン指数が顕著に低下するとともに、深さ20cmで

もやや低下した。

貫入硬度計によるコーン指数と深さとの関係から求め

た作士深は、客土造成後1作目圃場では5.3cmと浅いが、

2作目圃場では11.5cmに拡がり、 3作目以上の圃場では

ほぼ千葉県平均値（千葉県農林部、 1984)に等しい13.4

7,000 

6,000 

ぞ 5,000
~ 
笈 4,000
・-・ 

悶3,000 I• 
料
粟 2,000

1,000 

゜

5,450kg ha―1 ． ． 

． 
y = -0.371x2 + 50.7x + 3965 

R2 = 0.414* * 

n=21 

゜
25 50 75 

窒素供給量(kgha―') 
100 

第2-9図 客土造成水田における作土の窒素供給量と収量との関係
注）＊＊は 1%水準で有意．
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第2-10図 客土造成水田における置換性Fei+と可給態窒素との関係
注）＊＊は 1%水準で有意．
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第2-11図 造成後年数別、置換性Fe'十とCa+Mg飽和量との関係
注）＊＊は 1%水準で有意．

第2-6表客土造成直後の土壌物理性

深さ
仮比重

固相 全孔隙 粗孔隙 飽和透水係数
(cm) (m'耐） (m'町） (m'町） (K20cm secり

5-10 1.25 0.472 0.528 0.063 8.9 X 10-5 

15-20 1.31 0.495 0.505 0.019 2.2 X 10-6 
------------------------------- ---------------------------------------------------------------
25-30 1.33 0.506 0.494 0.008 2.5 X 10-6 

---------―-------------------------------------------------------
35-40 1.32 0.508 0.492 0.024 2.8 X 10-6 

注）粗孔隙： pFl.5の砂柱法による．

cmであった。

造成後の年数経過と根の伸長について、 1985年と1988

年に実施した士壌断面調査での結果をもとに、造成後の

年数経過に伴う作土深と根の伸長下端深との関係をまと

め第2-13図に示した。

造成後1作目から5作目圃場の計測値は15~22mmで、

根の伸長は深さ25cmまでに制限されていたが、 6作以上
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コーン指数(MPa)
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第 2-12図 造成後の年数経過に伴う貫入抵抗の変化

注）円錐角30゚ 、円錐断面積 2cm'、

使用バネ4.9MPa、n=各 5圃場

造成後年数（年）
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第 2-13図 造成後の年数経過に伴う作士深と根の伸長

注）図中の範囲は標準偏差の幅を示す

n=各5圃場

の圃場では計測値が6~17mmの範囲にあり、水稲根は

深さ25~40cmまで伸長していた。両者の関係は、耕作

年数の増加に伴ってち密度が低下し根域は拡大したが、

計測値15mm以上の土層への根の伸長は阻害されていた。

5. 造成後の年数経過に伴う水稲の生育、収量の変化

水稲の移植日は5月1~13日で、圃場によって2週間の

幅があったが、約70%の圃場が5月3~6日に移植され、

温暖地早期移植の平均的な移植日と判断された。また、

全ての圃場が稚苗移植によるものであった。

施肥量に関しては、造成後1、2作目圃場の基肥窒素量

は平均73kgha・1、全量で146kgha・1であり、 3作目以上

の圃場に比べて珪肥で13%、全量で22%の増肥であった。

しかし、 3作目以上経過した圃場での施肥量の年次間差

は少なかった。

造成後の年数経過と水稲生育との関係を第2-7表に示

した。最高分げつ期の草丈と茎数については、移植日や

基肥量の違いによる年次間差が認められなかった。しか

し、穂数は明らかに造成後の年数経過に伴って増加する

傾向であり、造成直後の1作目圃場では315本m・'と少な

く、 2、3作目圃場では383~393本m・'、4作目以上の圃場

では408~433本m・'であった。また、有効茎歩合は造成

後1作目圃場で57%と低く、 2作目以上の圃場では70%で

あった。

秤長は、造成後1作目圃場では80cmと短く、 2作目圃

場では87cm、3作以上の圃場では90~93cmであり、造

成後の年数経過に伴って長くなる傾向であった。穂長は、

造成後1作目圃場では、 2作目以上の圃場に比べ1.5~2.6

cm短いが、 2作目以上の圃場では差が認められなかった。

全重、全籾重は、穂数や秤長と同様に造成後の年数経

過に伴って増加する傾向がみられ、特に、全重は造成後

3作目に顕著な増加を示した。籾わら比は造成後1作目圃

場で低く、年数が経過するに伴って高かった。

第 2-7表客士造成後の年数経過と水稲（コシヒカリ）の生育

造成後 最高分げつ期 成熟期 収穫物

年数
草丈 茎数 穂数 秤長 穂長 全重 全籾重

籾／わら(cm) （本 m・') (本 m・') (cm) (cm) (kg haり (kg haり

1作 52 549 315 80 16 12,231 5,402 0.79 
--------------------------------------------------- -----・・・・・・・ ← ++  + -

2作 47 511 383 87 18 12,622 5,930 0.89 
------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3作 52 587 393 90 19 14,059 6,618 0.89 
-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4作 47 536 408 91 18 14,051 6,852 0.95 
--------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

5作 50 607 424 90 18 14,443 7,093 0.97 
--------------------------------------------------------------------- ---------------

6作 54 605 432 93 18 14,829 7,268 0.96 

13 
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造成後の年数と精玄米重 との関係は第2-14図に示した

ように、精玄米重は年数経過に伴って増加する傾向が認

められた。各年次の精玄米重と調査地域内の塩分やヨウ

素による被害のない既存の海成砂質水田（以下既存水田）

3圃場の平均精玄米菫を比較すると、造成後l、2作目圃

場では既存水田収量5,450kgha・'の約80%、3、4作目圃

場では約95%、5、6作目圃場では5,590~5,700kgha心と

既存水田並からやや増であ った。また、茂原市および長

南町の房総丘陵に分布し、客土材と母材を同じくする既

存水田の1985年の収量は5,200~5,300kgha・'であり、 3

作以上の圃場ではこの収量水準に達していた。さらに、

農家への聞き取り調査結果では、造成後1、2作目圃場の

農家の大半が既存水田に比べ収量性の点で「不満」 とし

ているのに対して、造成後3作以上の農家はほとんどが

「満足」または 「ほぼ滴足」との回答であった。

6. 水稲の窒素吸収量

造成後の年数経過別に収穫物の籾およびわらの窒素吸

収量を第2-15図に示した。造成後1、2作目圃場ではわ ら

の吸収量が2.8gm・'前後、籾の吸収量は5.0~5.Sgm・'と

少ないが、窒素吸収量は造成後4作目まで増加する傾向

が認められた。 しかし、 4作以上の圃場では籾、わらお

よび全吸収量に差はなく、 全吸収量 は約llgm・'であ っ

た。

第 6節考察

1. 土壌の理化学性と水稲の生育、収量

湛水下では、水稲は養分吸収のために自らの根を積極

的に発達させる必要性は少ないとされている。即ち、水

稲にと って、利用しやすいアンモニア態窒素が安定して

存在し、土壌中の養分の溶解度が高 くなる土壌の還元 ・

湛水状態は、養分供給に関しては好ましい状態であると

されている（高城、 1966)。厚さ60cmの上乗せ客土によ

り、塩分やヨウ素等による水稲の被害は解消した。しか

し、造成後1、2作目圃場の収量は、白子町の既存の海成

砂質水田に比べて約20%、客土材の第三系シルト岩風化

物を採取した長南町の平均収量に比べて10~15%滅収し、

客土造成水田の生産性がほぼ既存水田並に回復したと判

断できるのは、実測収量ならびに農家への聞き取り調蒼

結果からみて3作目以降と考え られた。

造成後1、2作目圃場では、施肥窒素量が3作目以上の

圃場に比べて22%多いにもかかわらず水稲の窒素吸収量

は約8.5gm'と少なかった。 これは、土壌からの地力窒

素発現量が少ないことや造成時に形成されたち密層が根

の伸長を阻害し、窒素吸収を抑制したと考えられた。

深山 (1985)は千葉県の中粒質土水田におけるコシヒ
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第2-14図 客土造成後の年数経過と水稲の収量（コシヒカ リ）
注）図中の範囲は標準偏差の幅 （各作 5圃場）
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第2-15図 客土造成後の年数経過と水稲の窒素吸収塁

カリ の倒伏を考慮した最適穂数を440本m氾しており、

造成後4作目以上の圃場では、 最適穂数の95%前後が確

保された。 しかし、造成後間もない1作目圃場の穂数は

最適穂数の72%、2、3作目圃場では88%と少ないため、

減収したと考えられた。

この穂数の不足は、生育後半の窒素栄養の不足に加え

て、作土深が浅いために田植機の植付け間隔が拡がり、

栽植株数が設定より 10~20%少なかったことにも起因し

ていた。

3作目以上の圃場では、地力窒素発現量の増加やち密

層の膨軟化により、既存田および同一母材水田並の収量

水準に達したと考えられた。

したがって、造成後l、2作目圃場の水稲の低収原因は、

客土材の窒素肥沃度が低く、さ らに造成時の重機走行で

形成されたち密な圧密層によ って根の伸長が阻害された

ためと考えられた。

2. グライ化と塩基の再編

調査結果から、第三系 シルト 岩風化物を客土材とした

客土造成水田の成熟過程は、 第2-16圏のように考えられた。

造成後 1作目は、客土材は土壌環境における主要な電

子供与体である易分解性有機物がほとんどないため、 Fe'+

は生成されず（本村、 1969; 浅見、 1970)、可給態窒素

生成量 もわずかであるが、 2作目以降は前作の水稲根や

稲わ らなどが供給されて土壌有機物含量が次第に増加す

14 
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る。そして、易分解性有機物の蓄積によってF諮が生成

され、 3作目には作土層はグライ化し（三土、 1974)、落

水後はFe'十の酸化による膜状斑鉄が認められるようにな

る。これと同時に蓄積した有機物の分解に伴って生成さ

れる可給態窒素も、 3作目には水稲の生育に概ね支障の

ない量に達すると考えられた。

水田士壌生成作用の一つである塩基組成の再編をみる

と、まず作土層の交換性凡0含量は、稲わら施用と施肥

により次第に増加する。作士層で士壊有機物が蓄積して

湛水後にF古が生成されると、 F古が土壌コロイドに吸

着しているCa'十およびMg'十と置換し、落水後はFe'十が

酸化されてFe3十となり斑紋を生成する。しかし、造成時

の機械走行で形成されたち密な圧密層により透水性は悪

く、作土層は土壌含水比の高い状態が続くため、いくら

かのFe'十は酸化されずにそのまま残り（川ロ・川地、

1969)、Hも土壌コロイドに吸着することになる。この

ため土壊コロイドに再吸着せずに上壊溶液中に残った

Ca2+、Mg'十は、降雨後の表面排水によって溶脱されて

次第に含量が低下し、土壌pHも低下した（吉田・伊藤、

1974) と考えられた。

ち密層の膨軟化は、作土層におけるグライ化が作土直

下2~3cmまで及ぶと、ち密層の上部ではFe'十が生成さ

れ、土壌コロイドに吸着されたFe'十を中心にしてゲル状

の構造が形成され（本村、 1969)、土壌粒子間の結合カ

が低下したと考えられた。それにより次の耕転時に耕深

が深まり、さらに、膨軟化する部位が深まるという過程

により、当初の2、3年間に急速に進行したと考えられる。

しかし、重機走行の影響を受けた造成土層は、踏圧と練

り返しおよび封入空気により透水性が悪く、孔隙への水

の進入が不良なため、作土直下の耕転されていない土層

のグライ化と膨軟化の進行は、造成後4作目以降の圃場

では2~3cmにとどまっていた。そして、田面下深さ 20

~30cmまでグライ化が進行するには5年以上の期間を要

しており、この深さまでグライ化が進行することで、耕

盤の位置に当たる深さ15cmのち密度が低下したと考え

落水

られた。このように、耕転とグライ化および膨軟化が相

助的に進行する様子が明瞭に認められたのは、当地域に

普及しているトラクタが15~20PSと小～中型機が主で

あることによるものであった。このため造成初年目の耕

深は僅か5cmであり、コーン指数2.45MPa以上のち密

層が直下に存在することにより、水稲根の伸長は阻害さ

れた。このことは瀧島 (1967)や瀧島ら (1969)の土壌

硬度と水稲根の伸長との関係に関する報告によっても裏

付けられている。

しかし、前作のわらや根が鋤込まれた2作目以降は、

グライ化が進み、ち密度の低下する部位も深まり水稲根

は下層へ伸長する。そして、これが下層でのFe2十や可給

態窒素の生成を促し、水稲生育が改善されていくと考え

られた。また、ち密層の軟化により耕深も深くなり、水

稲根の伸長を促したと考えられた。

以上のように、土壊がグライ化する主因は有機物であ

り、グライ化に伴ってち密層が膨軟化して作土深が深ま

る。これにより、下層への根の伸長とわらの鋤込みによ

り士壌有機物が増加し、可給態窒素生成量が増加する。

土壌有機物の増加は、さらに下層へのグライ化の進行を

促すといった一連のサイクルのもとに、造成水田の土壊

化が進むと考えられた。

本調査の結果、水田土壌生成作用による形態的特徴で

あるグライ化と、可給態窒素の生成、造成時に形成され

たち密な圧密層の解消といった理化学性の変化、水稲の

生育収量および水稲の窒素吸収量は、時期を同じくして

造成後3作目に好転していることから、シルト岩風化物

によって客士造成された水田は、造成後約3年でほぼ成

熟したと考えられた。成熟までに要した時間は、立谷

(1961)の報告する洪積層土壌の新規開田と等しく、火

山灰土壌の開田に比べると2~3年早いと推定された。こ

れは、シルト岩風化物は、遊離鉄に対するFe2十の比率が

火山灰土壌に比べて高く、落水乾燥後、 Fe門こ酸化され

ないで土壌中に残るFe2十の量が火山灰土壌に比べて多い

客士材であったためと推察された（三土、 1974)。

Iち密度の低下I
＼ 

I作土深の拡大1

戸 垣 囮 戸jFe万生成ご竺こ
匿換 1窒素の発現I

可＼
↓ 

l根域の拡大1

↓ 
国目一――► I土壌pHの低下 I I水稲の生育・収量の向上1

第2-16図 第三系シルト岩風化物客土造成水田の成熟過程
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第IlI章 第三系シルト岩風化物客土造成水田の水稲生産性の改善

第 1節試験・調査方法

1. 試験区の構成と供試圃場

第三系シルト岩風化物を客土材とする造成水田の生産

性を回復するため、 1986~1989年の4か年間白子町に現

地試験圃場を設け、第3-1表に示したように深耕と有機

物の施用を組合わせて試験した。

試験圃場は1984年に客士造成され、 1985年に水稲が栽

培された圃場で、改善試験前の土壌理化学性は第3-2、

3-3表に示したように、仮比重が1.3を超えるち密な圧密

層が深さ5cm以下に存在し、作土層の可給態窒素生成量

は7.2mgkg'で極めて少く、 1985年の造成後1作目の水

稲収量は約4,000kgh記であった。

2. 水稲の耕種概要

栽培試験は、第3-4表に示した施肥設計のとおり、 4月

下旬の代かき時に基肥を全面全層施肥し、各年度、 5月

上旬に「コシヒカリ」を稚苗機械移植した。穂肥は主秤

の幼穂長が1mmに達した時期（出穂25~20日前）に表

層施用し、この他、生育期間中の水管理、病害虫防除な

どについては農家慣行に準じた。

3. 土壌断面形態

処理4作目が終了した1989年10月に、普通耕区と深耕

区を試抗して上壌断面形態を調査した（ペドロジスト懇

談会、 1984)。

4. 土壌の化学性

各試験区について、各年水稲収穫後に深さO~lOcmを

表層部、深さ10~20cmを次層部として土壌を採取し、

風乾後分析に供した。

pH、EC、交換性塩基は常法（農林水産省農蚕園芸局

農産課、 1977)により測定し、土壊有機物含量はチュー

リン法により全炭素を測定し換算した。可給態窒素は、

風乾土壌を湛水状態で30℃、 4週間静置培養し水蒸気蒸

留法で測定した。さらに1986年の処理1作目については、

深さ20cmまで2.5cm単位で士壌を採取し、可給態窒素な

らびに同一の培養土壌から10%KCL溶液で浸出した鉄

を原子吸光法で測定し、置換性Fe'十として、後の解析に

用いた。

5. 士壌の物理性と根の伸長

各試験区について、各年度、水稲収穫後に深さ 20cm

までの士壌を100ml試料円筒缶で採取し物理性の項目を

測定し、土壌の硬度は貫入硬度計で測定した。

処理1作目の1986年の水稲収穫後に水稲根の量を比較

するため、深さ 30cmまでを深さ 5cm単位、面積0_.25m'

単位で土壌を採取し、洗浄後に含まれる根の乾物重を調

査した。

6. 水稲の生育と収量ならびに窒素吸収量

水稲の生育は最高分げつ期に草丈、茎数を、成熟期に

秤長、穂数ならびに穂長を、収穫物については3.3面を

円形刈りにより調査した。また、水稲の窒素吸収量は収

穫した籾とわらについて、ケルダール分解後にアンモニ

ア態窒素を水蒸気蒸留法で測定した。

第 3-1表水稲栽培試験区の構成

試験区 有機物
耕転方法

備考
耕深(cm)

普通耕 無施用 13 ロータリ耕2回 耕転時期： 9月下旬、 4月下旬

普通耕＋有機物 稲わら堆肥 13 ロータリ耕2回 有機物施用： 4月下旬耕転時
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ー-------------------------------------------------------------------
深耕 無施用 18 プラウ耕十ロータリ耕 トラクタ42PS,ロータリ：幅150cm直径35cm
---------------------------------—• ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

深耕＋有機物 稲わら堆肥 18 プラウ耕＋ロータリ耕 ディスクプラウ： 4連直径55cm

注）稲わら堆肥施用量： 10,000kg ha-'. 

第 3-2表水稲栽培試験区の構成

土壌 遊離
深さ PH EC 有機物可給態 (mgkgり CEC 飽和度（％） 酸化鉄
(cm) (H,0) (dS m-) ( g k g -1) (cmol(+)kg) ( g k g I) 

N P,O, 塩基 Ca Mg 

0-10 6.6 0.20 1.2 7.2 78 13.9 91.7 56.3 31.4 9.7 
-------------------------------------------------------------------- -------------—------------------------------ -----------------------------------------------------------

10-20 6.6 0.03 1.0 6.5 21 13.9 93.0 56.2 33.1 10.4 

注）可給態巳0,の定量はトルオーグ法による．
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第 3-3表 供試圃場の土壌物理性 第 3-4表 施肥体系と施肥成分

深さ
(cm) 

仮比菫 （固相
m'町）

全孔隙
(m'町）

粗孔隙
(m'町）

飽和透水係数
(K20cm sec-') 

5-10 

15-20 
---------
25-30 
---------
35-40 

1.25 

1.44 
....... 

1.33 
・・・・・・・

1.19 

0.472 

0.544 
........ 

0.506 
........ 

0.458 

0.528 

0.456 
......... 

0.494 
........ ・

0.542 

0.063 

0.005 
・・・・・・・・・

0.008 
・・・・・・・・・

0.036 

5.85X 10~ 

1.22 X 10' 
................ 

2.52 X lQ・' 
................ 

8.09X10ふ

注）祖孔隙： pFl.5の砂柱法による．

処 理
N 

基肥 (kgha・') 

P,O, K,O N 

穂肥 (kghaり

P,O, K,O 

1作目

2作目

3作目
------------

4作目

50 

52 

125 

118 

88 

68 

89 

62 

49 

12 

120 

128 

45 82 50 52 

゜
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45 82 50 52 
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土色 旦甚こ星虚L 構造 斑紋・結核ジピリジル反応 根の分布 (cm) (mm) 
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0
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0
 

0
 

0
 

0
 

0
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第 2節

11 r72.5GY4/3 
18 .................. . 

2.5Y5/3 
26 

38 

24 
29 

41 

59 , ................... . 

80•··················· 

5GY4/2 

2.5Y4/2 

2.5Y5/3 

5GY4/2 

試験・調査結果

Sil 

Sil 

Sil 

Sil 

なし

なし

なし

なし

第 3~1 図

山中式硬度
深さ 計測値

土色 ユ甚こ旦H!l_ 構造 斑紋・結核 ジビリジル反応根の分布 (cm) (mm) 

Sil 

17 1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2.5GY4/3 Sil 

Sil 

Sil 

なし

なし

なし

なし

第 3-2図

弱い壁状 膜状、脈状微暫くして弱く呈色

グライ班有り
即時鮮明に呈色弱い壁状

壁状

壁状

膜状微

なし

なし

弱い壁状膜状、脈状微暫くして弱く呈色

グライ班有り

弱い壁状

壁状

壁状

膜状微

なし

なし

呈色しない

即時鮮明r~呈色

即時鮮明に呈色

暫くして弱く呈色

グライ班有り

即時鮮明に呈色

密

粗

砒

料

5 13.2土2.2
10 17.6士1.7
15 23.2土1.6
20 26.2士1.3
25 26.0土 1.4
30 23.0士0.7

40 13.6土0.5

旧作土

普通耕区の土壌断面柱状図（処理4作後）

調査： 1989年10月13日

密

粗

なし

5 8.6士1.6
10 13.6士2.1
15 16.8土1.6
20 20.8士1.6
25 22.8土1.5
30 24.0土1.0

40 19.0士1.9

旧作土

1. 土壌断面形態と置換性Fe'+

処理4作目の水稲栽培が終了した普通耕区と深耕区の

上壌断面柱状図を第3-1、3-2図に示した。

普通耕区第1層の層界は深さ11cmであったが、深耕区で

は深さ17cmと深く、山中式硬度計によるち密度は深さ15

深耕区の士壌断面柱状図（処理4作後）

調査： 1989年10月13日

~20cmで差が大きかった。両区の第2層と第4層はジピリ

ジルによる反応が鮮明で、土色も還元色を呈していたが、

第3層の還元の程度は弱く、深耕区でグライ斑が僅かに認

められるだけであった。第4層は旧作士層の上に客土された

土層で、第4層と旧作士層との層界からは湧水があり、第4

層のグライ化は旧作上からの水の浸透によるものと判断さ

れた。

両区の第1層には脈状と膜状の斑紋が、第2層には膜状

17 
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の斑紋が確認されたが、両区の生成程度に差は認められな

かった。また普通耕、深耕ともに、有機物施用の有無によ

る土壊断面形態の違いは認められなかった。

普通耕区、深耕区の深さ別の置換性Fe2十含量と湛水静

置培養後の土色を第3-3図に示した。

置換性F砂含景は両耕転区とも表層部で多い｛頃向にあっ

たが、深さ別にみると含量は普通耕区に比べて深耕区で多

い傾向にあり、特に、 7.5cm以深では顕著な差が認められ

た。湛水静置培養後の土色は置換性Fe2十含量の増加に伴っ

て還元色を呈していた。

0-2.5 

2.5-5.0 

5.0-7.5 

＾ !: o 7.5-10.0 
ヽ

照
廿 10.0-12.5
路

置換性Fe2+生成量(mgkg―1)

0 100 200 300 400 500 600 

10Y 

10Y 

10Y 

2.5GY 

10Y 

10GY 

7.5GY 

12.5-150 ~"' 

ロ普通耕15.0-17.5 
■深耕

17.5-20.0 

第3-3図 深耕が置換性Fe'十の生成に及ぼす影響
注 1)記号は標準土色帳による色相

2) 1986年9月

2. 深耕と有機物施用に伴う土壌の化学性の変化

栽培試験4作後の土壊化学性は第3-5表に示したとおり、

pHとECは処理による差が認められなかったが、両区のpH

は深さO~lOcmの表層部でやや低い傾向がみられた。

深耕、有機物施用に伴う処理間差が認められた項目は、

土壌有機物、可給態窒素ならびに塩甚の飽和度であった。

深さ別に土壊有機物含量ならびに可給態窒素生成量を

比較すると、深耕、普通耕とも有機物の施用により有機

物含量と窒素生成量は多い傾向にあり、深耕により深さ20

~30cmの有機物含量、窒素生成量の増加が認められた。

深さO~lOcmの表層部と深さ10~20cmの次表層部にお

ける土壌有機物含量量の年次変化を第3-4図に、可給態窒

素生成量の年次変化を第3-5図に示した。普通耕区、深耕

区とも表層部の土壌有機物含量は、年数経過に伴って1作

当たりl~l.5gkg-Iの割合で増加し、さらに有機物の施用

により含量は多くなった。次表層部では、処理3作目に2g

k宦程度となり、処理4作目には表層部の約80%程度まで

土壌有機物含量は増加した。

表層部の可給態窒素生成量は、処理1~2作目は1作当

たり約10gk囮増加し、その後、 3作目までは約40gkg-Iと

大幅な増加が認められた。しかし、耕深の違いと有機物施

用による差は小さく、 4作目で僅かに有機物施用の効果が

普通耕処理で認められた。一方、次表層部の可給態窒素

生成量は、処理2作目まで変化がなく処理間差は認められ

なかったが、深耕では3作目に、普通耕では4作目に増加し

た。また両耕深とも、有機物施用区の可給態窒素生成量

は、無施用に比べて10~15gk固増加した。

すでに第3-2表で示したように、処理前の塩基飽和度は

約92%、Ca飽和度は約56%、Mg飽和度は約32%であっ

たが、処理4作後では、各区の各飽和度は低下した。両耕

深区の、 Ca+Mg飽和度と士壌有機物含量の関係は第3-6

図に示したように、土壌有機物の増加に伴ってCa+Mg飽

和度は低下する傾向であったが、低下の程度は深耕区に比

べて普通耕区の方が大きかった。

第3-5表 水稲栽培試験区の構成

試験区 採土深 PH EC 土壌有機物 可給態 (mgkgり CEC 飽和度(%) 遊離酸化鉄
(cm) （正0)(dS m・1) (g kg・') N P,O, (cmol(+)kgり塩基 ca Mg  (g kg-') 

0-10 6.6 0.07 6.2 68 114 13.9 66 7 41.8 20.4 9.3 

普通耕
10-20 6.8 0.17 4.6 33 95 14.1 76 9 43.8 29.2 9.4 
20-30 6.7 0.16 3.1 8 88 14.5 74.7 47.5 23.3 8.8 
30-40 7.2 0.17 2.2 2 65 13.9 72.8 43.6 23.6 

0-10 6.1 0.12 6.9 81 114 13.9 67.9 41.8 21.1 9.2 

普通耕＋有機物
10-20 6.4 0.10 5.5 41 94 13.9 74.4 44.9 25.3 10.3 

20-30 6.8 0.10 2.9 5 88 14.1 81.6 48.3 29.6 9.3 
30-40 7.1 0.11 1.1 2 62 12.5 82.8 47.9 29.8 

0-10 6.2 0.19 66 76 105 13.3 81.4 51.2 24.3 10 8 

深耕
10-20 6.8 0.16 6.2 45 100 14.7 81.7 51.9 25.7 8.9 
20-30 68 0.17 5.9 47 105 14.5 77 7 48.7 25 3 8.7 
30-40 7.3 0.15 4.0 ， 67 14.3 83.8 51.9 27.8 

0-10 6.3 0.16 8.1 81 100 13.3 77.0 46.9 25.7 10.9 

深耕＋有機物
10-20 6.7 0.12 6.4 48 106 13.1 77.5 42.2 30.3 9.9 
20-30 6.9 0.12 6.2 45 95 14.5 73.1 47.5 22.2 7.9 
30-40 7.7 0.08 0.9 5 61 12 9 85.4 46.4 35.0 

注）可給態P,似の定量はトルオーグ法による．
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3. 土壌の物理性と根の伸長

処理1作後の貫入硬度計による深さ別の貫入抵抗（コー

ン指数）を第3-7図に示した。

深耕区、普通耕区とも、深さO~lOcmのコーン指数は

0.5MPa以下で差はなかったが、普通耕区では深さ 12.5cm

以深で1.0MPa以上のち密な圧密層が認められた。一方、

深耕区の深さ10~17.5cmまでは1.0MPa以下と軟らかく、

深さ18cm以深でち密な圧密層となっていた。

処理年数に伴う深さ5~10cmと深さ 15~20cmの固相率

の変化を第3-8図に示した。

造成時に重機で踏み固められたことで、処理前の深さ5

~10cmの固相率は0.47面 m-3、深さ15~20cmでは0.55m3

m-3と大きかった。供試圃場は既に1作耕作されていたため、

普通耕区、深耕区ともに深さ5~10cmの固相率は0.44~

0.46m3記の範囲で変化はなかったが、深さ 15~20cmの

固相率は、処理1作後には普通耕区では約0.5面 m-3まで、

深耕区では0.46m3m・3まで低下した。しかし、いずれの深

さも、処理の継続に伴う固相率の変化は認められなかった。

固相率と前述した貫入硬度計のコーン指数を対比すると、

固相率0.44~0.46m3町が0.5~0.8MPaに相当した。

ち密度が水稲根の伸長に及ぼす影響を、深さ別に根の乾

物重として第3-9図に示した。

普通耕区、深耕区とも水稲根の多くは極表層の深さO~

5cmに集中し、深さ別では、いずれの深さでも深耕区の方

が多い傾向で、特に深さ10~20cmの根量に顕著な差がみ

られた。この結果、圃場に残る根の乾物重は、普通耕区が
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1410kg ha-'であったのに対して深耕区では1690kgha-'と

なり、約20%多かった。

土壌の固相率と飽和透水係数の関係は第3-10図に示し

たように、固相率が約0.45m3m-3、コーン指数が0.5~0.8

MPaとなる上層の飽和透水係数は10-'cmsec-1と推定され、

普通耕区では深さ13cmまで、深耕区では深さ18cmまでの

透水性は改善されたと考えられた。しかし、両耕深区とも、

耕深以深には依然としてち密な圧密層が存在しており、そ

の土層の飽和透水係数は10-'cmsec-'で極めて透水が不良

であった。

4. 深耕と有機物施用に伴う水稲の生育、収量の変化

各処理年の普通耕区の穂数、精玄米重を100として各区

の生育、収量を第3-11、3-12図に示した。

普通耕無窒素区の穂数は普通耕区に比べて20~25%と

少なく、普通耕有機物区の穂数は普通耕区と差がなかった。

一方、深耕区、深耕有機物区の穂数は、分げつ期後半か

ら天候不良が続いた3作目を除いて、ともに普通耕区に比

べて5~20%多かった。

普通耕無窒素区の精玄米重は耕作回数に伴って増加し、

処理4作目には普通耕区の80%水準まで達した。しかし、

普通耕有機物区の精玄米重は普通耕区とほとんど差はなく、

4作目に約5%増収したにとどまった。深耕区と深耕有機物

区の処理1作目は普通耕区と差はなかったが、処理2作目

以降は5~15%増収した。

処理した4か年間における白子町の平均収量は約5,000kg

ha-'であった。 4か年間の各区の穂数と精玄米重の関係は

第3-13図に示したとおりであり、白子町の平均収量約5,000

kg ha-'を本対策試験の目標収量とした場合には、穂数と

して450本 m-'が必要であり、この平均収量に対して、普

通耕区と普通耕有機物区の精玄米重では同程度であった

が、深耕区と深耕有機物区では穂数が確保されたことによ

り10~15%増収した。

5. 深耕と有機物施用に伴う水稲の窒素吸収の変化

各処理年の普通耕区のわら、籾ならびに全窒素吸収量

を100として各区の吸収量を第3-14図に示した。

普通耕無窒素区のわら、籾ならびに全窒素吸収量は、

処理の継続に伴ってわずかながら増加する傾向を示した。

普通耕有機物区では、普通耕区に対して処理1作目は全吸

収量が約20%多かったが、処理2作目以降は普通耕区との

差はなかった。深耕した場合、処理1作目は、深耕有機物

区と普通耕区との差はなく、深耕区では約10%少なかった。

しかし、 2作目では深耕区、深耕有機物区とも普通耕区に

比べて15~30%吸収量は多くなり、 3、4作目も普通耕区

に比べて5~10%多くなった。

深耕有機物区の窒素吸収量を深耕区と比較すると、わ

らの吸収量が深耕有機物区で多く、このため全吸収量がや
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1. 土層および土壌改良による土壌断面形態と上壌の理

化学性の変化

普通耕区と深耕区の第1層の厚さは耕深の違いとして現

れ、士壌断面の観察ならびに貫入硬度計によるコーン指数

から判断して約6cmの違いがあった。耕深の違いが第2層、

第3層へ及ぼす影響を比較すると、第2層と第3層の層界は

深耕区で深さ24cm、普通耕区では深さ18cmであった。し

かし、両区とも鮮明なジピリジル反応が現れ、膜状斑鉄の

生成が認められる層の厚さは約6cmで、耕転部以深の土層

におけるグライ化の進行は同じと判断された。つまり、深

さ15~20cmの固相率は、深耕により処理直後の 1作目は

顕著に低下したが、継続的に処理を続けても固相率の変化

はなく、深耕は、造成時に形成されたち密な圧密層を破壊

する効果は高いが、耕転部以下の土層を発達させるまでに

は至らなかったと考えられる。

本試験ではロータリで普通耕を行い、プラウで深耕した。

プラウ耕に比べて、ロータリ耕は爪の回転によって孔隙が

つぶれる、いわゆる「粘閉現象」により透水性が低下し易

いとされている（国分ら、 1969)。しかし、供試土壌は中

粗粒質で、耕起時期は士壌水分の低下した冬季であるため、

普通耕区だけが「粘閉現象」を生じて水の降下浸透が影

響を受けたとは考えられなかった。さらに両耕深区の未耕

転の士層は、透水性に関与するpFl.5粗孔隙量が少なく、

未耕転部への耕転の影轡はなかったと判断された。

したがって、両耕深区の第2層の厚さがほぼ同じであるこ

とから、耕転部以深の土層がグライ化する速さは同じであっ

たと判断でき、グライ化の進行する速度が1年で約1.5cmと

すれば、その速度は固相率0.5~0.55m3m・'における飽和

透水係数に相当しており、耕転部以深の土層の発達は耕

転された作土層からの水の降下浸透によって進んで行くも

のと考えられた。

処理年数の経過に伴う深さO~lOcmの可給態窒素生成

量の増加に、深耕区と普通耕区との処理差は認められず、

有機物施用による増加の差は4作連用後に僅かに認められ

た。

深耕区では、深さ18cmまで耕転され有機物が混和され

たにも関わらず、処理1、2作目は有機物施用の効果が可

給態窒素量の違いとして現れず、処理3作目にようやく普

通耕区や普通耕有機物区に比べて生成量が増加した。こ

れは、ち密な圧密層を物理的に破壊し、その深さまで有機

物を還元しても、早急には水稲の生育を促す土壊環境が整

わなかったと推察された。
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つまり、ち密な圧密層が破壊されて有機物が施用される

と、有機物からの電子の受容体として鉄が還元されFe'十が

生成されるが（本村、 1969;浅見、 1970)、耕転部全体の

可給態窒素生成量が増加するには、耕転部の置換性Fe2+

が300mgkg-1以上となる還元状態が必要であり、そのため

には士壌有機物含量が約2.5gk図まで増加する必要がある

と推定された。

2. 土層および土壌改良に伴うグライ化と塩基組成の変化

第三系シルト岩風化物を客土材として造成された水田の

土壌化学性の特徴として、表層部の交換性CaおよびMg含

量は、未耕転部に相当する次表層部に比べて少なく、客

土造成後の年数経過に伴って次表層部との含量の差は拡

がる傾向にあった。本試験においても、両耕深区とも土壌

有機物含量の増加に伴ってCa+Mg飽和度が低下した。

Ca+Mg飽和度の低下は、まず湛水によって士壌コロイ

ドに吸着していたCa'十とMg'十がFe'十と置換して土壌コロイ

ドから外れる。落水後、 Fe'十は酸化されてFe3十となり斑鉄

を生成するが、いくらかのF炉が酸化されずにそのまま土

壌コロイドに残り（川ロ・川地、 1969)、さらにH十も土

壌コロイドに吸着することにより土壌コロイドヘの再吸着

を逃れたCa2+、Mg'十が土壌溶液中に残ることになり、こ

れらが降雨後の表面排水によって溶脱されたと考えられた。

したがって、士壌の塩基組成再編は、士壌のグライ化に伴っ

た反応であり、電子の供与体としての土壌有機物が増加す

ることで、 F応の生成量が増加して、土壊コロイドが吸着

していたCa'+、Mg'十の離脱を促したと考えられた。

普通耕区と深耕区とでは、深さ0~7.5cmの置換性Fe'+

含量に差が認められないことから、両耕転区の表層におい

てFe'十と置換して士壌コロイドから外れるCa'+、Mg'十の量

に差はなかったと考えられた。

次に、 Fe'十と置換した士壌水中のCa'+、Mg'十が土壌の

孔隙間を移動する状態であるが、深さO~lOcmの全孔隙量

に区間差はないが、深さ15cm以深の全孔隙量はち密な圧

密層が深さ12.5cmから出現する普通耕区の方が少ない。

このため、普通耕の方が作土層の土壌水分の変動が大きく

なり、乾湿の繰り返しによってCa'+、Mg'十は上壌コロイド

からの離脱を促されて（瀧島、 1959a; 1959b)、飽和度が

低下したと考えられた。

4作後の普通耕区の塩基含量は、一般の中粗粒強グライ

土水田に比べて多く、水稲の生育、収量への影響は認めら

れなかった。しかし、今後も浅耕が繰り返されて溶脱量が

増加すると水稲への影響も懸念されることから、深耕によ

る塩基類の作土層への還元（重田・小川、 1963)が必要

と考えられた。

3. 士層および士壌改良による水稲の生育、収量の変化

普通耕無窒素区の穂数は、上壌有機物の蓄積と可給態
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窒素の増加によって徐々に普通耕区の穂数に近づいている。

しかし、普通耕有機物区と普通耕区の収量差は認められな

かった。これは、供試圃場の士壌有機物含量が極めて少な

いために施用した稲わら堆肥の分解が早く（安西・松本、

1979)、また、稲わら堆肥は秋に鍬込まれた生わらに比べ

て水稲生育期間中に発現する窒素量が少ない（田中・安

西、 1973)ために、発現する窒素の効果は生育期前半に

限られ、その効果も施肥した基肥窒素にマスキングされて

しまったためと考えられた。

深耕による水稲生育相の変化として、根の呼吸量の増

大に伴って窒素吸収量が増加し（山田・太田、 1958a; 

1958b)、生育期後半の乾物生産量が増加するとされてい

る（中野ら、 1964;蜂ヶ崎・鎌田、 1988)。

障害型冷害が発生した1988年を除くと、深耕区の収量

は、有機物施用の有無にかかわらず普通耕区に比べて5~

20%増収した。この増収要因は目標穂数（深山、 1985)

が確保されたことによるものであり、深耕区では普通耕区

に比べて有効茎歩合が高く、秤長も長いことから、深耕区

では最高分げつ期以降も根の活性が高く維持され、これに

より窒素吸収量と乾物生産が増加したと考えられた。

深耕後の施肥窒素量として、標準よりも増肥が必要であ

るとするものと（龍野・向井、 1954; 1955 ; 青峰、 1955;

近藤ら、 1962)、減肥が必要であるとする報告があり（渡

部・小南、 1988)、前者は下層土の肥沃度が低く深耕によっ

て窒素肥沃度が低下する場合、後者は深耕により肥沃な

下層土が持ち上げられて、作土層に混入し窒素肥沃土が

高まる場合とに分けられる。

客土材とした第三系シルト岩風化物は有機物含量が少

なく、深耕によって有機物の濃度は希釈されて窒素発現量

が少なくなり、処理1作目は穂数が普通耕区並にとどまっ

た。しかし、処理2作目以降は、稲わら堆肥の施用に加え

て、プラウでの反転により、表層部にあった根株等の有機

物が耕転部下層へ鍬込まれて土壌の還元化が促され、根

域の拡大と相互して分げつ期後半の窒素吸収量は増して有

効茎歩合が高まり、この結果、目標穂数が得られたことで

増収したと考えられた。

深耕によって、客土造成時に形成されたち密な圧密層を

破壊することで土壌化が促進され、水稲根圏の拡大と有機

物からの窒素発現により、水稲の茎数、穂数の確保が容

易となり、収量の向上が図られると考えられた。さらに、

深耕によって水稲の生育に好適な作土深を確保することは、

登熟歩合を高めるうえで意義があると推察した。

鳥山ら (1993)は、浅耕化に伴って水稲が浅根化し、

落水期にフェーン現象による乾燥した気象条件に遭遇する

と、下層から作土層へ蒸発散量の60%相当の水分が補給

されると仮定しても、作士深10cm程度の圃場では 3日で
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水分ストレスとなり、減収や米質の低下を招くとしている。

両総低地では、温暖地にありながら水稲の早期栽培が行

われており、水稲は 7月中旬から 8月上旬にかけて出穂期

を迎える。このため、日平均気湿が25℃を超える高温の時

期に登熟期を過ごすことになり、登熟期から成熟期までの

水管理（千葉県・千葉県農林技術会議、 1992) によって

は、収量減や玄米品質の低下を招くこともある。

本客土造成水田のようにち密な圧密層が形成されている

場合、造成直後から小～中型トラクタで10cm以上耕転す

ることは難しく、水稲根は伸長が阻害されて浅根化してい

る。さらに未耕転部の飽和透水係数が10-'cmsec-1と小さ
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く、下層から作土層への水分補給は極めて少ないと推定さ

れる。

したがって、早期の落水や高温多照条件といった土壌水

分の低下による減収や品質低下を防ぐうえでも、造成直後

から、プラウ耕等による深耕で有効土層を拡げ、落水期以

降も、有効水分を確保して行く必要があると考えられた。

以上のように、作土層のグライ化と斑鉄の生成、可給態

窒素生成量の増加、 CaとMg飽和度の低下およびち密度の

低下に伴う根域の拡大と連動して、水稲の生育、収量が

変化していく造成水田の成熟過程が明らかになった。
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第IV章 第三系シルト岩風化物客土造成水田の汎用化のための土壌、土層改良

第 1節試験・調査方法

1. 試験区の構成と供試圃場

第三系シルト岩風化物を母材として、ち密層が形成され、

土壌養分の痩薄な客土造成圃場の早期熟畑化を図るため、

第4-1表に示したように深耕と心土破砕による土層改良と

リン酸質資材の施用による土壌改良を組合せ、白子町に

1986~1989年の4か年間現地試験圃場を設け試験した。

供試圃場は、 1983年度に中粗粒強グライ土水田に60cm

程度の客土がなされたが、 1984、1985年度は作付けされて

いない。

2. 栽培試験の耕種概要

客土造成後、裸地状態に放任されていた圃場を、 1986

年6月12日、第4-1表に示した土層改良と地表面にリン酸

質資材を施用後、再度普通ロターリで耕転混和し試験区

を設けた。以降、第4-2表に示した施肥後に、 1作目ソルゴー、

2作目小麦、 3作目ソルゴー、 45作目落花生を、第4-3表に

示した耕種概要により栽培した。

土層改良は試験開始時のみとし、以降の耕転は普通ロー

タリで行った。なお、ソルゴーと麦秤については、収穫調

査後に鍬込んだ。

3. 調査方法

1)土壌の物理性

各試験区について、ソルゴー鍬込み前に100ml試料円筒

缶で深さ0~65cmまでの土壌を5cm単位で採取し、物理性

項目を測定した。なお、粗孔隙はpFl.5以下とし、砂柱法

により測定した。また、ち密度については山中式硬度計と

貰入硬度計を併用した。

クラスト・土膜の強度は、地表面よりクラスト硬度計

(DIK-5560、仕様：円錐角11°25' 、円錐断面積0.5cmべ

長さ50mm、重量238g、使用バネ0.098MPa)で測定した。

2)土壌の化学性

各試験区について、ソルゴー鍬込み前の土壌を10cm単

位で深さ0~30cmまで採取し、風乾後分析に供した。

pH、EC、交換性塩基は常法（農林水産省農蚕園芸局

農産課、 1977)で測定し、土壌有機物含量はチューリン

法により全炭素を測定して換算した。可給態窒素は、土

壌をUMサンプル瓶に秤量し通気状態で30℃、 4週間静置

培養した後、水蒸気蒸留法で測定した。可給態P,O,につ

いては、毎作後、深さ30cmまでの土壌を10cm単位で採取

し、 トルオーグ法により測定した。

3)作物の生育と収量

ソルゴーについては草丈、地上部新鮮重を、小麦につい

ては草丈、わら重、粗麦重、上麦重ならびに上麦千粒重

を、落花生については茎葉重、英重ならびに子実重を調査

した。なお、ソルゴーと小麦については各区3.3面を刈り取

り、落花生については各区15株を堀取り、換算した。

第 4-1表造成畑土層改良試験区の構成

試験区 耕転方法
リン酸施用

(P,O,kg haー1) 資材名

普通耕 普通耕ロータリ全面耕転（耕深18cm)

゜----------
普通耕＋リン酸 トラクタ25PS, ロータリ：耕転幅150cm,直径35cm 700 リンスター30

心土破砕 パンプレーカ（深さ45cm,間隔45cm)+普通耕ロータリ（耕深18cm)

゜-------------------心土破砕＋リン酸 トラクタ42PS, パンブレーカ：幅90cm2連十普通耕 700 リンスター30

深耕 深耕ロータリ全面耕転（耕深50cm)
------------・-----------・-------- ゜-------------------深耕＋リン酸 トラクタ85PS, ロータリ：耕転幅150cm,直径71cm 700 リンスター30

注）リンスター30:<溶性P,O,30% (内溶性5%), <溶性MgO8% (内水溶性2%)

処理 供試作物
N 

1作目 ソルゴー 120 

2作目 小麦 112 

3作目 ソルゴー 120 

4作目 落花生 45 

5作目 落花生 40 

P,O 

120 

112 

120 

135 

120 

第 4-2表供試作物と施肥

基肥 (kghaり

K,O 肥料名 (N:P,O,: K心）

120 ジシアン化成(15:15:15)

112 尿素硫加燐安(16:16:16)

120 ジシアン化成(15:15:15)

180 落花生専用化成(5:15:20)

160 落花生専用化成(5:15:20)
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その他の施用資材

粒状苦土カル（アルカリ分55%)1400kgha-1 

粒状苦土カル（アルカリ分55%)1400kgha-1 
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第 4-3表供試作物の耕種概要

処理 供試作物 品 種 名 播種日（年／月／日）
播 種

種子量 方 法

1作目 ソルゴー Flファーストソルゴー 1986/6/13 40kg ha・' 散播

2作目 小麦 農林61号 1986/11/18 80kg ha・' 条播条間30cm

3作目 ソルゴー Flファーストソルゴー 1987/9/12 40kg ha・1 散播

4作目 落花生 ナカテユタカ 1988/6/7 2粒／株 条間60cmX株間30cm

5作目 落花生 アズマユタカ 1989/6/5 2粒／株 条間60cmX株間30cm

第 2節試験結果

1. 士層改良に伴う土壌の物理性の変化

土層改良処理約50日後のソルゴー栽培終了時における

深さ別の士壌の物理性測定結果を第4-4表に示した。

心土破砕や深耕によって土壌は膨軟化し、ち密度17mm、

仮比重1.5以下となった。心士破砕区では深さ35cmまでの

粗孔隙率が0.23面 m・3以上であったが、深耕区では深さ

65 cmまで0.20m3町以下となった。しかし、粗孔隙率が

0.15m3 町以上の士層では、飽和透水係数が10-•cm sec・1 

以上となるとともに有効孔隙 (pFl.5~毛管連絡切断点含

水量）が増加するなど、所定の深さまで士壌の物理性が改

善された。

1作目‘ノルゴー収穫後と処理5年後の士壌貫入抵抗（コー

ン指数）を第4-1図に示した。

耕起・士層改良処理により、処理直後は普通耕区では

深さ20cm、心土破砕区では深さ40cm、深耕区では深さ50

cm程度まで、コーン指数は1.0MPa以下であった。処理5

年を経過した時点では、深耕区で深さ 15~40cmにかけて

厚さ25cm程度の明瞭な耕盤層の形成が認められ、心土破

砕区でも深さ15cm以深でコーン指数の増加が認められた。

しかし、深耕区では深さ45cmまで、心土破砕区では深さ

30cmまでコーン指数は1.3MPa以下であった。

1988年7月14日の調査時に、土壌表面の乾燥に伴うクラ

ストの形成が観察された。各区のクラスト強度は、第4-2

図に示したように普通耕区で最も高く、次いで心土破砕区

で、深耕区が最も低かった。

2. 士層改良およびリン酸資材施用に伴う土壌中の可給

態P⑬含量の変化

土層改良、リン酸資材施用に伴う深さ別の可給態P,O,

含量の変化を第4-3図に示した。

可給態リン酸含量の富化を普通耕区で比較してみると、

P,O, 700kg ha-'の施用により、 1作後で100mgk固程度、

以後は若干の変動がみられるものの増加頼向にあり、 4作

後でピークに達して約200mgk匂程度増加し、 5作後は無

施用区に比べて70mgk宦程度多かった。また。耕起・土

層改良法にかかわらず、その富化は深さ 10~20cmの士層

で顕著であった。

第 4-4表 客土造成畑における土層改良法と土壌物理性

試験区名採土深(cm) 仮比重
三相分布(m'm・') pFl.5祖孔隙 有効孔隙 飽和透水係数 山中式硬度計

固相 水分 空気 (m'町） (m'町） (K20cm secり 深 さ ち密度(mm)

0-5 1.11 0.39 0.14 0.47 0.43 0.09 7.05X lQ・3 5cm 6.4土1.1

10-15 1.39 0.51 0.20 0.28 0.23 0.12 l.51X1Q・3 10cm 13.0土2.1

20-25 1.50 0.55 0.28 0.17 0.18 0.15 1.95XlO・' 20cm 16.8土1.9

普通耕 30-35 1.53 0.57 0.30 0.14 0.15 0.15 1.2ox10・' 30cm 22.0土0.7

40-45 1.43 0.54 0.42 0.04 0.03 0.08 6.00 X lQ・' 40cm 25.6士1.8

50-55 1.43 0.54 0.43 0.03 0.03 0.12 4.00 X 10・' 50cm 26.2土2.2

60-65 1.47 0.55 0.32 0.14 0.20 0.11 2.63 X lQ・3 60cm 17.4士0.9

0-5 1.26 0.46 0.25 0.29 0.32 0.09 6.20 X lQ・4 5cm 5.6士1.8

10-15 1.27 0.45 0.22 0.33 0.33 0.11 5.30 X 1Q・3 10cm 7.4土1.1

20-25 1.36 0.50 0.25 0.25 0.29 0.09 3.20 X 1Q・3 20cm 11.6士4.2

心土破砕 30-35 1.42 0.53 0.36 0.12 0.23 0.17 2.90 X 1Q・3 30cm 13.8土4.8

40-45 1.57 0.59 0.33 0.09 0.09 0.07 2.10 X 104 40cm 21.0士2.5

50-55 1.57 0 59 0.33 0 08 0.06 0.06 1.21 X 1Q・5 50cm 27.6土0.9

60-65 1.57 0.60 0.35 0.05 0.04 0.08 1.15 X 10"3 60cm 26.8士0.4

0-5 1.42 0.53 0.28 0 19 0.19 0.11 1.9ox10・' 5cm 9.2土1.9

10-15 1.40 0.52 0.34 0.14 0.15 0.10 l.60X 1Q・3 10cm 14.0士0.7

20-25 1.41 0.53 0.35 0.13 0.16 0.16 1.2ox10・' 20cm 9.8土0.8

深 耕 30-35 1.38 0.52 0.37 0.12 0.18 0.18 1.2sx10・' 30cm 5.0土0.7

40-45 1.35 0.50 0.41 0.09 0.12 0.09 1.30 X 10~ 40cm 3.2土0.4

50-55 1.53 0.59 0.38 0.04 0.03 0.05 1.13 X 1Q・5 50cm 21.6土1.1

60-65 1.47 0.57 0.39 0.03 0.03 0.02 2.30 X 10・' 60cm 26.2士0.8

注 1)調査： 1986年 8月7日 2)数値は採土円筒2個の平均，ち密度は5回の平均。
3)有効水分： pFl.5~毛管連絡切断点含水量 4)ち密度の範囲は標準偏差の幅で示した。
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リン酸資材施用

第 4-3図

一●ー 0-10cm+P,O,

ー■―10-20cm+ P,O, 

ー傘ー 20-30cm + P,O, 

土層改良、リン酸質資材施用による深さ別可給態P,O,含量の推移

無施用

---0--

---ロー一

--—• --

0-10cm 

10-20cm 

20-30cm 

土層改良とリン酸資材施用がソルゴーの
生育，収量に及ぼす影響 (1作目）

収穫時

草丈 地上部新鮮重
(cm) (kg haり 指数

普通耕 220 46,850 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------
心土破砕 230 57,900 124 

深＿＿＿＿＿＿絣＿――::::::::::::::::::::::::::Mo:::―□ ~? 直f:::::::::::::i~5
普通耕＋リン酸 230 53,160 113 

心土破砕士＿ー'Lど蔽：：：：：：：：：：：――:J~9―::::::———::j~,:~ 函：一―:::::::::1~~
深 耕＋リン酸 230 54,480 116 

注）調査： 1986年8月7日

第 4-5表

試験区名 3. 士層改良およびリン酸資材施用に伴う作物の生育と

収量の変化

1作目のソルゴーから5作目の落花生の生育、収量を第4-5、

4-6、4-7、4-8、4-9 表にそれぞれ示した。また、普通耕

区の収量を100とした各区の収量指数を第4-4図に示した。
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第 4-6表 土層改良とリン酸施用が小麦の生育、収量に及ぼす影響 (2作目）

4月6日収穫時 収穫物

試験区名 草丈 草丈 わら菫 祖麦重 上麦重
(cm) (cm) (kg haり (kg ha・') (kg ha・') 指数 上麦千粒重(g)

普通耕 70 100 4,790 3,203 3,200 100 37.8 

心上破砕 74 106 5,600 3,664 3,660 114 38.6 

深耕 75 105 6,310 3,710 3,710 116 38.8 

普通耕＋リン酸 76 105 5,930 3,935 3,930 123 36.3 

心土破砕＋リン酸 76 106 6,450 4,056 4,050 127 36.9 

深 耕＋リン酸 76 108 6,690 4,231 4,230 132 37.8 

注1)調査：小麦1987年6月8日 2)粒厚1.9mm以上を上麦とした。

第 4-7表土層改良とリン酸資材施用がソルゴーの

生育、収量に及ぼす影響 (3作目）

収穫時

試験区名 草丈 地上部新鮮重
(cm) (kg haり 指数

300 

250 

口心土破砕

口深耕

口普通耕＋リン酸

[]心土破砕＋リン酸

■深 耕＋リン酸

普通耕 62 3,130 100 
塁囀~I 枷， ~ 心土破砕 61 7,435 238 150 

深 耕 67 7,885 252 
普通耕＋リン酸 84 5,695 182 

100 
心土破砕＋リン酸 73 6,570 210 
深 耕＋リン酸 77 6,975 223 

注）調査： 1987年12月2日 50 

゜1作目 2作目 3作目 4作目 5作目

ソルゴー 小麦 ソルゴー 落花生 落花生

作付け数と作目

第4-4図 土層、土壊改良が汎用作物の収量に及ぼす影響

第 4-8表 土層改良法とリン酸施用が落花生の生育、収量に及ぼす影響 (4作目）

開花期 収 穫 物 上実
試験区名 最大茎長 茎葉菫 英重 子実重 (kg ha-1) 百粒童

(cm) 葉色
(kg haり (kg ha・') 上実 下実 くず実 合計 指数 (g) 

普通耕 23.0 5.3 2,240 3,810 1,770 630 23 2,423 100 75.8 

心土破砕 21.8 4.7 2,140 3,170 1,630 600 40 2,270 94 69.6 

深 耕 19.7 5.4 1,870 2,870 1,630 490 21 2,141 88 70.0 

普通耕＋リン酸 22.0 5.5 1,940 3,310 2,160 290 24 2,474 102 81.4 

心士破砕＋リン酸 25.0 5.9 1,940 2,840 1,770 310 17 2,097 87 75.2 

深 耕＋リン酸 24.7 5.9 2,250 2,940 1,760 350 22 2,132 88 75.1 

注 1)調査： 1988年 8月9日 2)上実： >0.6g 下実： 0.6~0 2g くづ実： 0.2g< 
3)葉色：野菜用カラースケールによる。

第 4-9表 土層改良とリン酸施用が落花生の生育、収鼠に及ぼす影響 (5作目）

収穫時 収 穫 物 上実

試験区名 最大茎長 茎葉重 英重 子実重 (kg ha-') 百粒重
(cm) (kg haう (kg haり 上実 下 実 くず実 合計 指 数 (g) 

普通耕 37.4 2,780 3,160 1,770 370 20 2,160 100 88.4 

心土破砕 33.9 2,590 2,460 1,440 250 11 1,701 79 82.6 

深 耕 30.4 2,040 3,000 1,970 160 6 2,136 99 88.1 
普通耕＋リン酸 36.5 3,100 2,440 1,140 420 35 1,595 74 81.3 

心土破砕＋リン酸 32.9 2,230 1,970 1,130 200 13 1,343 62 82.9 

深 耕＋リン酸 32.3 2,330 2,820 1,770 190 ， 1,969 91 85.3 

注1)調査： 1989年10月27日 2)上実： >0.6g 下実： 0.6~0.2g くづ実： 0.2g< 

1) 1作目：ソルゴー

刈取り時の草丈は対照の普通耕の220cmに比べ、各処

理区とも10~20cm程度長く、普通耕区の地上部新鮮重が

約4700kgha-'であったのに対して、心土破砕区と深耕区

では25~35%増収した。

リン酸質資材による士壌改良と土層改良を組合わせた場
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合では、心士破砕＋リン酸区≫深耕＋リン酸区ニ普通耕

＋リン酸区であり、心士破砕＋リン酸区が収量指数125%

で最も良好であった。また、普通耕＋リン酸区の収量指数

は113%で、リン酸質資材施用による土壌改良の単独効果

も比較的高かった。
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2) 2作目：小麦

土層改良およびリン酸質資材の施用による士壌改良によ

り、小麦の初期生育は旺盛となり、 4月上旬におけるリン

酸質資材施用区の葉色は無施用区に比べ濃く、草丈もや

や高かった。

上麦重は深耕区＞心土破砕区≫普通耕区の順であり、

深耕区の収量指数は116%で最も良好であった。これに対

し、リン酸質資材による土壌改良と土層改良を組合わせた

場合は、深耕＋リン酸区＞心士破砕＋リン酸区＞普通耕

＋リン酸区であり、深耕＋リン酸区が収量指数132%で最

も良好であった。また、普通耕＋リン酸区の収量指数も123

％と良好であり、リン酸質資材施用による土壌改良の単独

効果が認められた。しかし、上麦千粒重は、土層改良単

独の効果が高く、リン酸質資材の施用区では無施用区に

比べてl~l.5g低かった。

3) 3作目：ソルゴー

9月12日播種した直後に、記録的な大雨 (9月16~20日

合計235.5mm:勝浦測候所）の被害をうけて一部に出芽、

苗立むらが発生したが、リン酸質資材施用区および土層改

良区の初期生育は普通耕区に比べて良好であった。

生育時の気温が低く、生育期間も短かいために収量水

準は低かったが、地上部新鮮重は、深耕区＞心士破砕区

＞普通耕区の順であった。これにリン酸質資材を併用した

場合は、深耕＋リン酸＞心土破砕＋リン酸＞普通耕＋リ

ン酸区であり、それぞれ士層改良、リン酸質資材施用の効

果が認められた。そして、出来むらを考慮しても士層改良

と土壊改良の相乗効果がみられた。

4) 4作目：落花生

本作は、生育期間に当たる夏が低温寡照に経過し、全

般に生育が遅延するとともに上実歩合も低く、収量水準は

低かった。開花期の葉色は、普通耕区と土層改良にリン

酸質資材を併用した区で濃く、最大茎長も葉色とほぼ同

傾向であった。

子実重を耕起・土層改良だけでみると普通耕区＞心土

破砕区こ深耕区の順で、これにリン酸質資材を併用した場

合も普通耕＋リン酸区>心土破砕＋リン酸区=深耕＋リ

ン酸区の順で、上実重では収量水準がlOOkgh釘程度上昇

するものの、この傾向は同様であった。

上実百粒重を、耕起・土層改良だけでみると普通耕区

＞心土破砕区＝深耕区の順であり、リン酸質資材を併用

した場合も同様の傾向であった。しかし、各リン酸質資材

施用区の上実百粒重は、無施用区に比べて約5g璽く、リ

ン酸質資材施用の効果が認められた。

5) 5作目：落花生

本作は、生育初期に当たる6月上~7月中旬が低温であ

り、さらに大雨の影響で生育はやや遅延気味であった。そ

のなかでも、普通耕区とリン酸質資材を施用した各区の葉

色は濃く、生育もやや良好であった。しかし、開花期に台

風による損傷をうけ、特に、生育が進み、開花盛期にあっ

たリン酸質資材施用区で著しかった。

上述の気象障害により、収量は凶作年とされる前年・

1988年をさらに下回る結果となった。特に、開花盛期にあっ

て損傷が著しかったリン酸質資材施用区では、無施用に比

べて、耕起・士層改良の処理に係わりなく収量指数は62

~92%であった。このため本作の結果は参考にとどめた。

4. 士層改良およびリン酸質資材施用に伴う養分含有率

の変化

土層改良、リン酸質資材施用と小麦子実の無機成分含

有率との関係を第4-10表に示した。

心士破砕や深耕による土層改良では、子実中のN、P、

Ca、Mg、Mn含量は普通耕区に比べて同程度あるいはそ

れ以上となったが、 Znは低下する傾向が認められた。

リン酸質資材の施用により、子実中のP含量は土層改良

を併用するか否かに係わりなく増加した。普通耕区と普通

耕＋リン酸区を比較すると、 Pは3.0gk団から3.9gkg-1へ、

Feは14.3mgk固から17.3mgkg-1へと明らかに増加し、

Mg、Ca、Mnは同程度か微増傾向にあった。これに対し

て、 N、K、Znはリン酸質資材の施用により減少する傾向

が認められた。

第 4-10表 士層改良， リン酸質資材施用に伴う小麦子実の無機成分含有率

試験区名
N p K ca Mg  Fe Mn  Zn 

(g kg-1) (g kgり (g kgり (g kgり (g kg•l) (mg kgう (mg kgう (mg kg・') 

普通耕 15.5 3.0 4.7 0.32 1.2 14.3 39.0 24.7 

心土破砕 15.6 3.2 4.5 0.37 1.2 18.6 47.4 19.9 

深 耕 15.9 3.1 4.4 0.37 1.2 14.6 47.8 18.8 

普通耕＋リン酸 15.0 3.9 4.5 0.32 1.2 17.3 40.1 21.3 

心土破砕＋リン酸 15.4 3.9 4.4 0.42 1.3 12.0 45.2 22.7 

深 耕＋リン酸 15.9 3.7 4.6 0.31 1.2 14.1 39.7 20.7 
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第 3節考察

1. 士層改良による士壌の物理性および作物の生育、収

量

転換畑における畑作物の導入に関する研究は、排水や耕

転の問題も含めて多方面から検討されている。特に、転換

直後の通気性の不良による湿害や有効水分の不足に伴う

干害の発生など、土壌の物理性に起因する生育不良ならび

に減収について多くの報告（渡辺ら、 1974;阿江・仁柴、

1983; 青田・渡辺、 1987)がある。

転換直後の通気性不良と有効水分の不足は、水田とし

て利用されてきた際に、水を溜め士壌の還元化を促し（高

城、 1966)、機械作業の支持層として人為的に形成された

耕盤の存在が原因とされ、土層改良による耕盤破砕で排

水性や通気性の改善効果が報告されている（川崎・石田、

1984; 芝田・竹之内、 1989;中司・石井、 1990;原口、

1994a ; 1994b)。

客士造成水田では、重機による押し土整地で下層から

徐々に客土材が充填されるため、全層にわたってち密な圧

密層が形成されることになる。このため普通耕区のように、

深さ15~20cmが耕転されても未耕転部にはち密な圧密層

が残り、造成水田を汎用化し深根性作物を栽培しようとす

る場合には、ち密な圧密層を破砕する土層改良が必要と考

えられた。また、本改良試験と並行して、両総低地に分布

する水田の耕盤形成の実態を調査した結果、作士層直下

が中粗粒から粗粒質の水田でも根の伸長阻害すると思われ

るち密な圧密層の形成が認められ（在原・渡辺、 1993)、

排水対策により通気性が改善された後も、汎用化に際して

上層改良の必要性が確認された。

土壌の物理性と根の伸長との関係について、実容積が

1,500~1,SOOkg m・3で大部分の作物根の伸長が低下する

(ROSENBERGN.J. ; 1964) とされている一方で、実容

積が土性や土壌水分によって変化することから、貫入硬度

との関係で検討されで、ヽ る (PILLIPSR.E.and KIRKHAMD .. , 

1962 ; TA YLORH.M.and GARDNERR、1963; 松尾、

1964)。

水稲根の伸長が阻害されるち密度は、山中式硬度計に

よる測定値では18mm程度（瀧島・佐久間、 1969)で、

これを貫入硬度計のコーン指数に換算すると約1.0MPaで

あった（在原・渡辺、 1993)。また、 II章での調査結果で

も、コーン指数が1.0MPa以下であれば水稲根の伸長に支

障はないと判断された。これは、水稲では通気組織が発達

しており、根の要求する空気量が少ないために土壌のち密

度と根の伸長との関係が明確になったと考えられた。

しかし、造成水田を汎用化しで畑作物を栽培する場合に
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は、その生育が土壌の過湿や乾燥に影響を受けることから、

士壌のち密度だけでなく、空気率、透水性等の物理的要

因と根の伸長、作物の生育との関係を検討する必要がある。

深耕により、深さ50cmまでは貫入硬度計のコーン指数

は0.5MPa以下、山中式硬度計計測値も15mm以下となっ

たが、深耕区の空気率は普通耕区に比べて低くい傾向であっ

た。これは、客士材の土性が粗粒質で士壌有機物含量が

少ないため、深耕により土壌が単粒化し、耕転後は一時的

に孔隙量は増加するものの、深さ50cm以下に透水性の低

い圧密層が存在するため、降雨後は孔隙が水で満たされる。

その後、耕転部の排水が進むにしたがって士壌の充填密度

が高まるといった繰り返しにより、排水性に関与する粗孔

隙率や通気性を示す空気率が低下するため、深耕処理5年

後に、深さ20cm以下に厚さ25cm程度の明瞭な耕盤層の形

性が認められたものと考えられた。

一方、心土破砕は、土層改良処理後の貫入抵抗でみる

限り、その効果は深耕に比べてやや低いものの、深さ40cm

までち密な圧密層は破壊され、固相率の低下、粗孔隙率

の増加が認められた。さらに、処理5年後に深耕区で認め

られた深さ20cm以下の盤層化も、その程度は小さかった。

これは、深さ20cm以下の固相率の低下がバイブレーション・

ドレイナーによる振動で生じたpFl.5以下の亀裂によるもの

で、土壌が単粒化するまでには至らなかったためと考えら

れた。このため、下層からの水分の毛管上昇は深耕区に比

べて心土破砕区で少なく、土壌の表面力嘲；燥することによっ

て、深耕区に比べて硬度の大きいクラストが生成されたと

考えられた。

森・小川 (1967)や森・石井 (1968)は数種類の作物

について、土壌の空気量と作物根の伸長程度の関係をもと

に分類し、ソルゴーの根は比較的空気量の要求が少ないが

小麦は比較的に要求量が多い作物とされ、根の伸長阻害

となる空気率は小麦で20%、ソルゴーで15%としている。

普通耕区の貫入硬度計によるコーン指数は深さ20cmま

で1.0MPa以下で、固相率も0.5m3町以下となっており、

深さ20cmまでの粗孔隙率は深耕区に比べて高い傾向であっ

た。しかし、普通耕区のソルゴー地上部新鮮重、上麦重は、

心士破砕区、深耕区に比べて低く、深さ20cm以下に存在

するち密な圧密層の影響を強く受けたと考えられた。

心土破砕と深耕による土層改良単独の効果をソルゴーと

小麦の収量で比較すると、ソルゴーでは深耕の効果が大き

いものの、小麦では両区の差は小さく、士層改良の効果は

ほぼ同等であった。これは、ソルゴーのように空気要求量

が比較的低い作物では、根の伸長がち密度の影響を強く受

けたのに対して、深根性で根の空気要求量が比較的多い小

麦では、ち密度の低下だけでなく耕転部の空気率の影響を

受けたと考えられた。
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つまり、深耕区では、深耕により深さ50cmまでの空気

率が増加するが、深さ50cm以下に透水性の低い圧密層が

存在することで、降雨後は孔隙が水で満たされた後、耕転

部の排水に伴って土壌の充填密度が高まるとともに空気率

が低下したためと考えられた。

以上のように、第三系シルト岩風化物を客士した造成水

田の汎用化を図り、畑作物の生育、収量を高めるうえで心

士破砕や深耕による土層改良は効果的であり、その効果を

土壌の物理性でみると概ね5年間程度持続すると考えられ

た。

2. リン酸質資材施用による土壊改良

普通耕とリン酸質資材施用の組合せにより‘ノルゴーは増

収し、心土破砕や深耕による土層改良区でも、普通耕区

に比べると増収した。しかし、士層改良にリン酸質資材の

施用を組合わせた相乗効果は認められなかった。

これは、ソルゴーの作期が初夏で、比較的気温、地温が

高く推移したこと、栽培期間が短かかったためと考えられ

た。さらに、土壌が粗粒質でリン酸吸収係数も300~400と

低く、 CaやMg含量が高いことから、施用したリン酸はCa

型やMg型リン酸といった比較的溶解度の高い形態で存在

したために、深耕区では施用したリン酸が下層に移行して

作士の可給態P20,濃度が相対的に低下したことによると考

えられた（山崎、 1971;八槙ら、 1997)。

一方、小麦のわら重、上麦重は、土層改良による効果

が認められ、特に深耕の効果が高かった。さらに、土層改

良とリン酸質資材の併用効果も高いことが確認された。

しかし、リン酸質資材を併用した場合の上麦千粒重は、リ

ン酸無施用に比べてl~l.5g低下しており、リン酸質資材
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併用区が土層改良処理区に比べ小さい傾向にあった。

リン酸は生育期の気温が低い作物では効果が高く、生育

期の気温が高い大豆では効果が低い（出井ら、 1959; 渡

辺、 1992)とされているが、本条件下では土層改良および

リン酸質資材の施用は共に小麦の生育、収量を高め相乗

的にプラスに作用したと判断された。

したがって、低温時に初期生育期間を過ごし、登熟期は

雨水や周辺水田のかんがいの影響を受ける小麦では、 リン

酸質資材の施用は茎数や粒数の増大に関与し、土層改良

が主に子実の充実に関与したことにより相乗効果が高まっ

たと考えられた。そして、この結果が子実中のPおよびNの

含有率に反映したと考えられた。

4、5作目の落花生は、生育期間中の気象条件が低温寡

照であったり、大雨の影響により、生育が遅延するととも

に上実歩合が低下して低収であった。しかし、リン酸質資

材の施用により開花期までの生育は促進され、無施用区に

比べて最大茎長も長い傾向にあり、小麦と同様に、リン酸

質資材の施用が生育量の増大に関与していたと考えられた。

このように、リン酸質資材の施用により、全ての作物で

初期生育を促進する効果が認められ、生育量そのものが問

題となるソルゴーや生育期間の長い小麦で効果が高く、特

に低温時に初期生育が遭遇する小麦で顕著であり、その効

果は3年間程度持続すると考えられた。

一方、可給態P,Os含量そのものをみると、通常肥培管

理の普通耕では、千葉県の診断基準である200mgkg-を

初作でクリヤーするが、心土破砕や深耕をおこなった場合

には概ね1年程度の期間を要すると考えられた。
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第V章 河川底質を客土材とする客土造成水田の土壌化と水稲生産性

第 1節目的

利根川河成沖積平野に分布する水田の多くは、第II章

で述べた九十九里海成沖積平野と同様に強グライおよび

グライ土に土壌分類される（千葉県農林部、 1984)。

この地域は、標高が低く水田の汎用化が難しいだけで

なく、大雨や集中豪雨の際には冠水による水稲被害が発

生したり（財団法人日本気象協会銚子地方気象台、 1987)、

渇水期に利根川へ塩水が遡上し塩害が発生するなどの問

題を抱えていた。これらの問題を解決するため、河口堰

の設置や排水対策を中心とした農業土木的対策が取られ

てきた（千葉県農林部、 1983)。

利根川河成沖積平野に位置する成田市と下総町では、

河川改修の浚渫によって発生する底質を客土材として、

水田を造成する改良対策が1983年から着手された。田面

が嵩上げされ集中豪雨時の冠水による水稲被害は減少し

た。しかしながら、造成後の水稲栽培において、水稲の

生育抑制や著しい減収が発生し営農上の新たな問題となっ

た。そこで、強グライ土水田へ底質を上乗せ客土した造

成水田における水稲障害の実態、障害発生の経年変化を

調査し、農耕地への底質の上乗せ客士利用を検討した。

第 2節対象地域水田の特徴と生産性

下総町は利根川河口から約60kmの沿岸に位置してお

り、水田面積約800haのうち90%が強グライ土、グライ

土に分類される。成田市は下総町の南に位置し、利根川

支流の根木名川が市中央を流れている。水田は、根木名

川沿岸と印施沼周辺に約2,800haが分布し、約90%が強

グライ土、グライ土に分類される（千葉県農林部、 1984)。
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第 5-1図 過去35年間の平均収量の推移
注）千葉県農林統計年報（総合編）より作成
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千葉県と調査の対象とした成田市ならびに下総町の水

稲の平均収量を第5-1図に示した。下総町の平均収量は

千葉県平均に比べて5~10%多く、成田市では5%程度少

ない傾向であるが、 1988年以降は、両地域の収量差はほ

とんど認められず、県平均並の4,800kgha-'前後である。

第 3節客土造成方法

両市町における客土造成の内容は、下総町では利根川

の底質145万面を228haの水田に、成田市では利根川支

流の根木名川の底質37万面を87.8haの水田に、それぞ

れ、原地表面より約60cmの高さに上乗せ客士した。エ

事は6年間にわたり、施工面積は約300haに及んだ。

圃場整備の方法は、浚渫された底質をバイプラインで

工区内に設けた一次堆積場へ圧送し、 6~8か月間堆積し

た後に大型重機で底質を圃場へ搬入し客士に利用すると

いうものであった。

第4節調査方法

1. 客土材とする底質の化学性

ポンプで圧送されて一次堆積場に堆積している底質の

状況や化学性について、 1986年10月に成田市で調査した。

堆積場における土壌断面形態のうち、グライ化の程度は

ジピリジルの呈色と土色により判定した（ペドロジスト

懇談会、 1984)。土壌の化学性のうち、水溶性SO.'ーはイ

オンクロマト法、土壌有機物はNCアナライザー法、可

給態P,⑪はBray第2法により分析した。

2. 客土材の違いによる水稲障害の発生と土壌の理化学

性

1987年の水稲栽培期間中に成田市において、客土材と

して用いられた底質の違いと水稲に発生する障害との関

係を明らかにするために、水稲の生育、土壌のpH(H,0)、

EC、水溶性s叩等の化学性と貫入硬度計による貫入抵

抗（コーン指数）を調査した。

3. 造成後の年数経過に伴う土壌化学性の変化

造成後の年数経過に伴う土壌化学性の変化を明らかに

するため、 1988年11月から12月にかけて、下総町におい

て造成後1作目圃場46地点、 2作目圃場30地点、 3作目圃

場22地点の計98地点について、県内水田のほぼ作土層に

相当する深さ15cmまで採土して化学性を調査した。

4. 造成後の年数経過に伴う水稲障害の発生

造成後の年数経過と水稲の障害発生との関係を明らか
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にするため、上述の下総町の地点で1988年に収量を調査

した。収量を、無：正常、少： 10~30%の減収、中： 30 

~60%の減収、多： 60%以上の減収に4段階に分類した。

5. 分げつ期の土壌pH(H,0)と水稲生育との関係

土壌pH(H,0)と水稲の生育、収量の関係を明らかに

するため、 1987年に成田市の造成後2作目圃場において、

分げつ期の生育を11圃場、収量を18圃場で調査した。

第 5節調査結果

1. 堆積場における底質の堆積状況と化学性

浚渫直後の一次堆積場では、パイプラインの吹き出し

口近くに粗粒質部分が厚く、吹き出し口から離れるほど

細粒質部分が厚く分級した形で堆積していた。浚渫直後、

厚さ約1.5mに堆積していた底質は、約6か月間の堆積に

より、粗粒質の底質が堆積するパイプライン吹き出し口

周辺部の厚さは変わらなかったが、細粒質の底質が堆積

している堆積場周辺部では約80cmまで減少し、表層は

亀裂の発達が著しかった。

パイプラインの吹き出し口と堆積場の縁との中間に位

置する地点の、浚渫約6か月後における堆積表面と断面

を写真5-1、写真5-2に示した。

上層に堆積した細粒質の底質の表層5cmは酸化的な土

色を呈し、 Fe'十によって呈色するジピリジル反応は弱かっ

た。表層から発達した亀裂は、深さ20cmの細粒質と中

粗粒質の底質との層界まで達し、この亀裂から発生した

2次的な亀裂も確認された。深さ5~20cmの細粒質の底

質では、亀裂に沿って膜状斑鉄の生成が認められたが、

土層全体の士色は5Gの還元色を呈し、ジピリジル反応

は顕著であった。

深さ20~32cmの底質は中粗粒質で、土層全体が2.5Y

~lOYRの酸化的な土色を呈し、ジピリジル反応も弱かっ

た。しかし、深さ32cm以下の貝化石を含む粗粒質の底

質は5G~10BGの還元色を呈し、ジピリジル反応は顕著

であった。

堆積した底質の化学性を第5-1表に示した。斑鉄の生

成が認められる表層5cmのpH(H心）は3.9と低く、生成

されたS釘濃度とECは高かった。しかし、深さ5~20

cmでは表層5cmに比べてpH(H20)は5.7と高く、 ECは低

かった。過酸化水素水処理によるpH(H202)は、表層5

cmの3.7に対して深さ5~20cmの土層では3.2と低かった。

深さ5~20cmのMg飽和度は表層5cmと比較して高く、

Cg/Mgは1.66で表層5cmの2.68や県内の既存水田の値

に比べて低かった。

深さ20~32cmのS0.2―はO.llgkg-Iと少なく、 ECも0.4

dS面であったが、深さ32cm以下はpH(H202)が2.5と低

く、 S0.2は4.18gkg-1, と多かった。そして、 Mg飽和度

は74.4%で一般の土壌と比較して著しく高かった。

各土層の全s含量は4~25gkgー1で、既存の水田に比

べて著しく多かった。底質中の Sが酸化されてS0.2ーが

生成されるまでの反応時間を比較するため、浚渫直後の

底質をUMサンプル瓶に採取し、 30℃の恒温器内で通気

状態で培養してpH(比0)とECを測定した。その結果は

第5-2図に示したように、細粒質の底質はpH(H心）の低

下が粗粒質に比べて遅く、 ECは高い傾向であった。
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第5-2図 静置培養に伴う土壌pH(H心）とECの変化
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第5-1表 堆積場における底質客土材の化学性（成田市）

PH EC 飽和度（％） T-S 水溶性
深さ (cm) 土性 (dS m-1) Ca/Mg (g kgり SOl(g kgり(H,O) (H,O,) ca Mg 

0~5 CL 3.9 3.7 1.54 59.4 22.2 2.68 14.5 5.16 

5 ~20 CL~SCL 5.7 3.2 0.62 50.5 30.4 1.66 24.5 4.60 

20~32 SL~LS 4.9 3.9 0.40 32.3 41.9 0.77 4.3 0.11 

32~ LS~FS 4.3 2.5 0.68 60.6 74.4 0.81 13.2 4.18 

32 
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第 5-2表 底質客土材の理化学性と水稲の生育と収鼠（成田市）

最高分げつ期

水溶性 水稲生育
作土の T-C CEC PH 
土性 (gkg・') (cmol(+)kg・') (比0)

SCL~ L 21.1 19.8 3.6 

F S 4.7 7.1 6.7 

2. 客土材の違いによる水稲障害の発生と土壌の理化学

性

一次堆積された底質は、大型の湿地ダンプにより工区

内へ搬送され、湿地ブルで押し土整地された。このため、

一次堆積場の周辺部から採土された底質を搬入した圃場

では細粒質の底質が、中央部から採土された底質を搬入

した圃場や工事期間中堆積場として利用されていた圃場

では粗粒質の底質が主に客土された。このため、客土後

の各圃場の土性を工区全体でみた場合、一定の傾向は認

められなかった。

造成後2作目の圃場において、底質客土材からなる作

土層の化学性と水稲の生育、収量との関係を第5-2表に

示した。

作土層が粘質、壊質圃場では、最高分げつ期のpH(H,

0)が3~4と低く、 ECは0.79~1.68dS m・1でso;ーは2.63

~4.04g kg―1であった。また，土壊水中の塩分濃度は150

mgじであり、被害発現濃度（千葉県、 1990) とされ

る500~700mgい以下であった。

粘質圃場では、①田面に酸化鉄が生成された部分で、

移植直後から株の枯死がみられた（写真5-3)。②移植直

後から葉がよれたり、葉鞘に白色の結晶が析出して、この

部分が折れて枯死する障害が発生した（写真5-4)。③生

存株も分げつが少なく草丈の伸長が抑制された。④出穂

期から成熟期にかけて、それまで緑色を呈していた葉が3、

4日で暗緑色、暗褐色に変化し、枯れ上がる障害が発生し

た（写真5-5)。このため収量は、成田市の平均収量4,800

kg ha廿こ比べて750~1,500kgha・1と著しく低かった。

EC so;- 草丈 茎数 収量
(dS mり (g kgり (cm) （本 m・') (kg haり

1.24 3.3 29 183 1,125 

0.30 0.2 43 345 3,247 
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第 5-3図 客土した底質と土壊貫入抵抗との関係
注）円錐角度が30° 、円錐断面2cn1 

使用バネ4.9MPa、各地点 5圃場の平均

砂質圃場のpH(H20)は5.9~7.4で一般水田と比較して

同程度からやや高かったが、 ECは低く、 S0.2も0.04~

0.42g kg―1であった。 pH(H20)が5.9~6.8の圃場では葉

色がやや淡く推移したが生育は比較的順調で、収量は

4,000kg h釘前後で、成田市の平均収量に対して15~20%

の減収にとどまった。しかし、 pH(H心）が7.4の圃場で

は、第5-3図に示したように作土層に相当する深さ 12cm

の貫入硬度計によるコーン指数が1.15MPaとち密で、

最高分げつ期の茎数が170本m-2と少なく、収量は1,870

kg ha-'と低収であった。

第 5-3表造成後経過年数別，土性別の土壌化学性（下総町）

造成後 土壌 可給態 水溶性
年数 土性 PH EC 有機物 N CEC 飽和度（％） so;-
（点数） （点数） (H心） (dS mり (gkg-') (mg kgり (cmol(+)kgり 塩基 ca Mg (g kg-') 

粘質(n=4) 5.3 0.41 16.5 26.8 13.5 64.4 44.4 17.0 1.79 
1作 壊質(n=8) 5.2 0.47 12.8 23.3 11.4 65.4 43.9 18.2 1.55 

(n=46) 
砂質(n=34) 4.8 0.34 4.4 4.7 6.5 63.9 41.8 17.6 1.04 

粘質(n=ll) 4.3 1.19 14.4 19.2 16.8 85.0 62.4 19.0 6.41 
2作 壌質(n=l2) 4.9 0.80 11.8 33.1 12.4 83.3 62.3 15.9 3.15 

(n=30) 
砂質(n=7) 5.3 0.48 6.6 17.3 9.1 75.0 50.7 18.7 1.70 

粘質(n=l2) 4.1 1.41 19.9 26.4 20.1 78.8 51.7 21.3 9.37 
3作 壌質(n=5) 5.6 0.46 11.3 37.4 11.9 68.9 47.3 16.2 1.57 

(n=22) 
砂質(n=5) 6.1 0.35 6.0 23.6 7.6 80.5 58.3 16.2 1.01 

注）可給態窒素は湛水静置培養による。
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3. 造成後の年数経過に伴う土壊の化学性の違い

下総町における土壌の化学性を、造成後年数経過別、

土性別に第5-3表に示した。

造成後1作目圃場のpH(H,O)は砂質圃場の方が粘質、

壊質圃場に比べてやや低いが、土性別の平均ECは約0.4

dS面で差がなかった。しかし、砂質圃場のpH(H,0)

は造成後の年数経過に伴って上昇する傾向を示したのに

対して、壌質圃場では造成後2作目が最も低く 3作目では

上昇した。粘質圃場では年数経過に伴ってpH(H心）は

低下する傾向を示し、造成後3作目ではpH(H心）が平均

で4.1であった。

砂質と壊質圃場のECは、造成後1作目に比べて2作目

で高く、 3作目圃場では低下したが、粘質圃場では年数

経過に伴って上昇し、造成後3作目圃場のECは平均1.41

dS m-1であった。また、粘質圃場ではMg飽和度が造成

後の年数経過に伴って高くなったが、砂質と壊質圃場で

は低下する傾向が認められた。

調査98圃場における水溶性SO,'ーとEC(R'=0.873**)、

水溶性SO,'ーと交換性MgO(R'=0.647**)、交換性MgO

とEC(R'=0.604 * *)との間には、第5-4図、第5-5図な

らびに第5-6図に示したように高い相関が認められた。

土壌有機物含量や可給態窒素、ケイ酸、リン酸含量に

ついては粘質圃場で多く、砂質圃場で少なかったが、造

成後の年数経過に伴う変化は認められなかった。

4. 造成後の年数経過に伴う水稲被害の発生

造成後の年数経過に伴う収量被害を土性別に第5-7図

に示した。

造成後1作目は46圃場中10圃場で60%以上、 16圃場で

30~60%減収し、減収程度が大きい圃場の大半は砂質の

圃場であった。しかし、砂質圃場における造成後2作目

の被害程度は1作目圃場に比べて軽く、 3作目ほ場では障

害の発生は認められなかった。

造成後1作目の壊質圃場における被害程度は、砂質圃

場とほぼ同程度であったが、砂質の圃場と違い、造成後

2作目においても1作目と同程度の被害発生が認められ、

既存水田の収量に対して30%以上の減収となる圃場が11

圃場中5圃場あった。しかし、造成後3作目の被害は、造

成後1、2作目に比べて軽かった。

粘質圃場における造成後1作目の被害程度は、砂質お

よび壌質の圃場に比べて軽く、近隣地域の既存水田の収

量に対して30%以上減収した圃場は認められなかった。

しかし、造成後2作目の圃場では障害の発生が著しく、

定植直後から枯死株の発生が多く、草丈の伸長や分げつ

の発生が不良な部分がみられ、 12圃場中5圃場で一般水

田の収量に対して60%以上減収した。障害の発生は、 3

作目圃場でも認められ、 12圃場中4圃場で60%以上の減
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収となった。

5. 分げつ期の土壌pH(H20)と水稲分げつ期における

生育との関係

土壌pH(H20)と水稲分げつ期の茎数、草丈との関係

を第5-8図に示した。

草丈は、 pH(比0)が5以上の圃場では45~50cmであっ

たが、 pH(H20)が4.5未満の圃場ではpH(H20)の低下に

伴って草丈の伸長は抑制された。特に、 pH(H20)が4以

下の圃場では、定植直後から枯死する株が多かった。こ

の時期における茎数も同傾向であり、 pH(H20)が5以上

の圃場では茎数が400~550本 m-2で近隣の既存水田の水

稲生育と差はなかったが、 pH(H20)が4.5未満の8圃場の

平均は160本 m-2と少なく、極めて不良であった。

成熟期の土壌pH(H20)と収景との関係を第5-9図に示

した。土壌pH(H心）4.5を境に収量差が認められ、 pH

（凡0)4.5以上の圃場の平均収量は約3,200kgha-1で、近

隣の一般水田の収量に比較して約30%の減収にとどまっ

た。これらの圃場のなかには、生育前期から出穂期にか

けてはほぼ正常な生育をしていたが、成熟期後半、落水

によって急速に障害が発生し、登熟不良により減収した

圃場が多くみられた。 pH(H20)4.5未満の圃場は著しい

低収となり、収量は1,500kgh記以下であった。

の圃場の減収原因は、移植直後の枯死株の発生、穂数不

足や登熟の不良であった。

これら
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一次堆積場における底質中の全s含量は4~25gkg-1 

と多く、 pH(H心）が3前後であり、交換性Mg含量が交

換性Ca含量に対して高いことから、客土した底質は酸

性硫酸塩土壊であると判断された。このような底質の特

性は、手賀沼に堆積する底質でも認められた（在原ら、

1987)。成因的に、淡水化した後堆積した底質には可酸

化性Sは含まれていないとする河内・米田 (1962)や市

原ら (1984)の報告と合わせて考えると、千葉県内の湖

沼や河川の下層に堆積する底質は陸上での硫化物堆積で

はなく、特異的に多く含まれているSは、海水を供給源

としていると考えられる。

第6節 考 察

したがって、湖i召や河川に堆積する底質を客土材とし

て利用した場合には、底質に含まれる可酸化性Sの酸化

による障害発生の危険性が極めて高く、症状や程度、発

生時期と期間などの発生態様が客土材の士性によって異

なると推察された。

1. 底質客土材の土性と障害発生

河川底質客士造成水田の成熟過程を第5-10図のように

考察した。

浚渫され、水と一緒に堆積場へ送られた底質は、粗粒

質部分が下層に、細粒質部分が上層に分級堆積する。堆

積場で自然に脱水・乾燥されるが、底質中の可酸化性s
の酸化速度は、透水性、通気性によって異なったと考え

られた（村上、 1967a; 1967b)。特に、浚渫直後の細粒

質底質は含水比が200%以上と高く、さらには、国分ら

(1980)が報告するように、バーミキュライト、クロラ

イトならびに雲母を主体とした粘士鉱物が多いため鉛直

方向への透水性が著しく低くかったと考えられる。その

後、細粒質部分の表面から水分が蒸発して、ヘドロ地盤

で柱状構造が発達する土壊水分張力pFl.5~2.0に相当す

る亀裂が生成し（根本ら、 1975;石川ら、 1984)、乾燥・

収縮が進むと、亀裂の周辺部の可酸化性Sは酸化する。

しかし、亀裂の発達は士塊内部まで及ばず、内部の可酸

化性Sの多くは未酸化のままであり、士塊内部まで亀裂

が発達するには、さらに水分が蒸発して、角塊状構造の

生成するpF2.5~2.7の土壊水分張力の発現が必要であっ

た（石川ら、 1984)。さらに、未酸化の可酸化性Sを含

む細粒質の底質が客土された圃場では、整地時の重機走

行によって客士屑は練り返され、透水性はさらに低下し、

可酸化「生Sの酸化は進み難かったと考えられた。

一方、堆積場下層にある粗粒質底質は、透水性が良好

で、表層に発達した水分張力pFl.5~2.0の亀裂を通して

空気や雨水が進入し、細粒質に比べて可酸化性Sの酸化
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第 5-10図 河川底質客土造成水田の成熟過程

は容易に進み、さらに客土後も、作土層の透水性や通気

性が良好であったため、可酸化性Sは酸化され易かった

と考えられた。

したがって、障害の発生期間が粗粒質圃場に比べて細

粒質圃場で長期に及んだのは、細粒質の方が全s含量が

多く、可酸化性Sが酸化する速度が遅いためであり、

れが、水稲の酸性障害の発生態様が底質の粒度によって

異なった理由と考えた。

2. 底質中の塩類と物理性に由来する障害

水稲に発生する酸性障害は、土壌pH(H心）が4.5未満

になると、分げつ期では著しい分げつと草丈の抑制とし

て、登熟期では急激な葉の枯れ上がりによる登熟不良と

して現れ、いずれの場合も著しい低収となった。これは、

第5-11図に示したように、土壌pH(H心）が4.5以下では

水溶性SO.'濃度が高く、生成されたSO.'ーと土壌溶液中

の塩類濃度の上昇に伴って浸透圧が増大したり、 Fe'十が

過剰に吸収されたためと考えられた (DE,P.K.and M 

こ

ADAL,L.N、1957;TANAKA,A.and NAVASERO,S. 

A、1966;田中・但野、 1969;但野、 1974)。特に、登

熟期における障害の発生は急激であり、地温の上昇や落

水処理に伴って底質中の可酸化性 Sが酸化して土壌pH

(H20)が低下し、これが可酸化性Sの酸化をさらに促す

といったように加速度的に反応（村上、 1967a) が進ん

だと考えられた。

酸性障害とは異なり、移植直後から苗が萎れその後枯

死する障害では、苗の葉鞘部表面に析出した塩(MgSO.)

の結晶が認められた。この場合、田面水や土壌溶液の塩

類濃度が高いことから、浸透圧が高く根が吸水でき
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ずに萎れたと考えられた。つまり海成堆積物層である底

質の塩基飽和度は90%以上で、一般水田に比べてMg飽

和度が高く、 Ca/Mgは低い。この多量に含まれるMg

と可酸化性Sの酸化によって生成されたSO.'ーとが田面水

や土壌溶液の浸透圧を高め、萎涸、枯死させたと考えら

れた。

粗粒質の底質が客土された圃場では、酸性障害が終息

した後も水稲の生育不足や10~20%程度の減収が認めら

れたが、土壌pH(H,O)は5.9~6.8で、 ECや水溶性so,,-
濃度は低く、土壌の化学性に由来する障害とは考えらな

い。この障害の発生する圃場は、貫入抵抗が深さ 12cm

で1.15MPa以上と非常にち密であることから、代かき

作業などにより作土層における土壌の充填密度が増加し、

根の伸長が阻害されたためと考えられた（在原・渡辺、

1993)。このような物理的障害については、有機物含量

の少ない土壌において発生するとされ（北川ら、 1988)、

耕作回数が増えて、稲わらの施用や耕転により土壌の充

填密度が次第に低下すると、水稲の生育、収量への影響

が軽減されることが確認されている（在原・渡辺、 1988)。

以上のように、底質客土造成水田では、底質中の可酸

化性Sの酸化で生成したSO.'によって土壌pH(H,0)が4.5

未満になると著しい酸性障害が発生し、同時に底質中に

含まれるMg'十とsotとによって、田面水や土壌溶液中

の塩類濃度が高まり障害が発生する。しかし、かんがい

や降雨によりSO.'や Mg'十が溶脱されて土壌pHの上昇や

塩基組成が再編されると、水稲の生育、収量は次第に回

復すると考えられ、これを底質客土造成水田の成熟過程

と考えた。
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第VI章 底質客土造成水田の成熟を促す障害対策

河川底質を客土した造成水田では、水稲に障害が発生

し減収した。発生した障害の種類は客土された底質の土

性によって異なるが、主な障害は底質中に含まれる可酸

化性Sの酸化による酸性障害であった。酸性障害の発生

時期と発生年数は、客土された底質の土性が粗粒質の場

合は造成直後から発生するが、発生年数は短く、細粒質

では発生が2、3作目に著しく、粗粒質に比べて長期にわ

たって発生した。

本章では、前章で仮説とした底質客土造成水田の成熟

過程を検証するとともに、障害の発生を軽減するために

底質を下層に埋没する改善方法について、現地試験なら

びにライシメータ試験により検討した。

第 1節試験方法

1. 試験の概要

非底質の客士材を上乗せし、河川底質を下層に埋没す

る処理区（以下底質埋没区）を、 1986~1988年の3か年

間東葛飾郡沼南町に、さらに1987年には成田市にも設置

し、水稲の生育、収量への影響を底質区と比較検討した。

沼南町では、前述の2試験区に加えて底質＋炭カル施用

区も設置した。

また、 1987~1990年の4か年間、千葉県農業試験場内

ライシメータ（内径 lmXlmXlm)で底質の埋没深に

ついて検討した。

2. 試験区の設置

沼南町では、 1986年3月に町内を流れる大堀川河口付

近から採取した底質を出来高30cmで客土して底質区と

し、底質の上に隣接する既存水田の作土土壌を客土材と

して計画高30cmで上乗せして底質埋没区とした。さら

に、隣接する既存水田の作土土壌からなる標準区を設け、

各試験区面積100面で水稲を栽培した。

成田市では、 1985年10月に根子名川から浚渫され、堆

積場で脱水・乾燥した底質を1986年2月に客土した圃場

（区画面積0.3ha) を底質区とした。水稲作付け後の1986

年12月に、底質区に隣接する底質客土圃場（区画面積

0.3ha)へ、同市内林地から採取した下総層群成田層の

砂壌士を出来高15cmで上乗せして底質埋没区とした。

なお、底質区については、 1987年3月と 4月の土壌pH

（比0)の測定結果にバラッキがみられ、移植直後に水稲

の生育にも大差が認められたことから試験区を2分割し

て、水稲の生育、収量ならびに土壊pH(H,0)を調査し、

その結果は底質被害一軽区と底質被害一甚区として取り

まとめた。

ライシメータ試験では、 1986年4月に大堀川河口付近

から採取した底質を充填し、約7か月間、降雨に当たら

ぬように風乾して整地し、風乾底質区とした。風乾した

底質に、沼南町の既存水田の作土土壌を厚さ10cmと20cm

上乗せして底質埋没10cm区と底質埋没20cm区を設けた。

さらに、充填後も湛水し底質が乾燥しないように処理を

した未風乾底質区、既存水田の作土土壌だけを充填した

標準区を設けて1987年4月から水稲を栽培した。

3. 客土した底質ならびに上乗せ客土材の化学性

現地試験とライシメータ試験に供試した底質と底質上

に上乗せ客土した土壌の化学性を第6-1表に示した。こ

のうち、大堀川河口付近から採取し沼南町圃場とライシ

メータ試験に供試した底質は、流域の生活排水が流入す

る河川のため、無機態窒素や可給態P,Os含量の多い底質

であった（在原ら、 1987)。

4. 栽培試験の耕種概要

両現地試験、ライシメータ試験の施肥量ならびに耕種

概要を第6-2表に示した。沼南町圃場とライシメータに

ついては「コシヒカリ」を供試し、沼南町圃場では栽植

密度を22.2株 mーベライシメータでは25株 m-'とし稚苗

を手植えした。成田市圃場では、「アキヒカリ」の稚苗

を栽植密度22.2株 m-'で機械移植した。

第6-1表 現地試験に供試した底質と上乗せした用土の士壌の化学性

土壌 可給態
試験場 資材 PH EC 有機物 (mg kgり CEC 飽和度（％）

(H心） (dS m・1) (g kg・') N P,O, (cmol(+)kgう 塩基 Ca Mg 

沼南町
底 質 6.3 1.66 37.0 62 131 36.5 58.2 28.7 20.9 

上乗せ用 6.5 0.28 26.7 103 30 17.6 58.3 31.8 25.0 

成田市
底 質 4.9 0.86 16.0 68 28 11.8 103.2 69.8 29.9 

上乗せ用 5.3 0.24 21.0 15 13 10.6 51.6 39.0 9.8 

ライシメータ
底 質 6.7 1.91 44.8 116 140 21.3 94.5 45.0 37.7 

上乗せ用 5.9 0.40 42.8 167 30 22.2 42.8 23.6 18.2 

注1)可給態窒素は湛水静匿培養による。 2)可給態P,O,はトルオーグ法による。
3)成田市底質の値は1作栽培後の作土層。
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第 2節調査方法

1. 土壌断面形態

沼南町圃場では栽培試験3作が終了した1988年10月に、

成田市圃場では1987年9月に試抗し、土壊断面形態を調

査した。調査項目のうち、土色は標準土色帳により、グ

ライ化の程度はジピリジルの呈色（ペドロジスト懇談会、

1984)で判定した。

2. 土壌の化学性

沼南町圃場については栽培試験が3作終了した1988年

10月に土壊層位別に、ライシメータ試験については毎作

後表層10cmを採土し、土壌の化学性を調査した。また、

沼南町、成田市圃場については定期的に表層10cmを採

土し、土壌pH(H心）を調査した。 pH(H,0)、EC、交換

性塩基は常法（農林水産省農蚕園芸局農産課、 1977)に

より、土壌有機物含量はNCアナライザにより全炭素を

測定して換算した。可給態窒素量は、土壌を湛水状態で

30℃、 4週間静置培養し水蒸気蒸留法で、水溶性so;ーに
ついてはイオンクロマト法で測定した。

3. 底質浸透水中の陽イオン濃度とsot、農度
ライシメータ試験において定期的に浸透水を採水し、

含まれる陽イオン濃度と陰イオン濃度を調査した。陽イ

オンについては浸透水をろ過後にlN-HCl状態で原子吸

光により、陰イオンはイオンクロマト法で測定した。

4. 水稲の生育、収量

各圃場の生育については、分げつ期に茎数と草丈を、

成熟期に穂数、秤長ならびに穂長を調査した。現地圃場

の収量は3.3面刈りを各試験区3か所、ライシメータにつ

いては25株を刈り取り調査した。また成田市現地では、

試験圃場周辺の底質圃場13圃場、底質埋没圃場8圃場に

ついても3.3面刈りを各圃場2か所行い収量を調査した。

第 6-2表 施肥量と耕種概要

試験 作付け 試験
施肥成分量 (kghaり

耕種概要（月／日）
基 肥 穂 肥

場所 年度 区名
N 巳Os K,O N K,O 施肥 移植 穂肥 成熟期

標準 40 83 45 40 30 
1作目

底質

゜
83 45 

゜
30 5/10 5/13 8/10 9/16 

1987年
埋没 40 83 45 40 30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

標準 40 60 60 25 25 
2作目

底質

゜
60 60 

゜
25 5/9 5/12 8/8 9/26 

1988年
埋没 40 60 60 25 25 

ライシメーター―-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
標準 60 60 60 25 25 

3作目
底質

゜
60 60 

゜
25 5/11 5/16 8/8 9/18 

1989年
埋没 60 60 60 25 
···············•••·•····················••••··············•········· 

標準 40 110 60 25 
4作目

底質

゜
110 60 25 25 5/6 5/10 8/12 9/12 

1990年
埋没 40 110 60 25 25 

標準 24 66 36 30 30 
1作目

底質

゜
66 36 

゜
30 5/21 5/23 7/28 9/29 

1986年
埋没 24 66 36 30 30 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 噸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ —量＊

標準 32 88 48 34 34 

沼南町
2作目

底質

゜
88 48 34 34 5/6 5/8 7/21 9/20 

1987年
埋没 32 88 48 34 34 
量·················································-—疇~曇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・曇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・量＊雫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

標準 32 88 48 34 34 
3作目

底質 32 88 48 34 34 5/6 5/9 7/23 9/11 
1988年

埋没 32 88 48 34 34 

成田市
1作目 底質 60 60 60 30 30 

1987年 埋没 60 30 
4/24 4/29 8/25 

60 60 30 
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第 3節試験結果

膜状斑鉄の生成が認められ、土壊構造が発達しつつあっ

た。

1. 土壌断面形態

成田市の底質区と底質埋没区の土壌断面柱状図を第6-1、

6-2図に示した。

底質区の第1、2層では亀裂の発達が認められ、膜状斑

鉄の生成が顕著であり、第1層は弱い角塊状構造であっ

た。また、旧作土層に相当する第3層でも雲状斑鉄の生

成が認められた。各土層のジピリジル反応は鮮明で、膜

状斑鉄の生成と壁状から角塊状への土壌構造の発達が並

行して進んでいる様子がうかがえたが、土塊の中心部は

依然として還元色を呈し、ジピリジル反応は鮮明な濃赤

紫色であった。

底質埋没区の第1層全体のジピリジル反応は弱かった

が、第1層と第2層との層界は底質が混入しており、還元

色を呈しジピリジル反応は鮮明であった。第2層は先に

客土した底質層で、第3層は旧作土層であった。いずれ

もジピリジル反応は鮮明であったが、両土層とも雲状と

深さ(cm) 土色 土 性 腐 植 撻

゜ I I 10YR3/2 L 含む弱い壁状

:: I―=:=J 10YR3/3 

（弱角塊状）

20 L 含む弱い壁状

30 5Y3/2 L 有り 弱い壁状

40 
40 2.5Y5/3 SCL なし 弱い壁状

50 49 

60 
j 5GY4/1 SL なし 弱い壁状

70 
70 

80 I 2.5GY4/1 SL なし 弱い壁状

90 
特記事項：

斑紋・結核ジピリジル反応 根の分布

膜状多 即時鮮明に呈色 中

膜状多 即時鮮明に呈色 桓誹且

雲状有 即時鮮明に呈色 なし

雲状有 即時鮮明に呈色

なし 即時鮮明に呈色

なし 即時鮮明に呈色

深さ40cm付近から湧水．

第6-1図 底質客土圃場の土壌断面柱状図（成田市， 1987年）

深さ(cm) 土色 ユ皇 構造 斑紋・結核ジビリジル反応 根の分布

゜
14 I 

5Y4.5/2 SL なし 弱い壁状 雲状微 暫くして弱Q旦色 中
グライ斑有

20 H I I 10YR3/3 
L 含む弱い壁状 雲状有 即時鮮明に呈色 極粗

30 26 
7.5Y3/2 L 有り 弱い壁状 雲状有 即時鮮明に呈色 なし

40 
40 

50 
I 7 .5GY3/1 SCL なし 壁状 なし 即時鮮明に呈色 なし

60 

70 
73 I••••••••••••••••••••<• 

80 
10Y3/2 CL なし 壁状 なし 即時鮮明に呈色

90 

特記事項： 深さ11~14cmはシ・ピリジル反応が鮮明である．

第6-2図 底質を埋没処理した圃場の土壌断面柱状図（成田市， 1987年）
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第 6-3表 底質客土圃場の士壌断面形態（沼南町3作終了時）

ジビI)

リジル

反応

0 ~7 CL G, D, 

7 ~13 SCL G, D, 

13~28 SCL G, D。
28~46 CL G, D。
46~65 L G, D。
65~ SL+P G, D。

注 1)G,: 即時に呈色，③即時鮮明に呈色する。
2) D。：斑紋結核はなし、 D,:斑紋結核を含む、 D,:斑紋結核に富む。

採土深

(cm) 土性 斑紋・結核2)

膜状，糸状

膜状

構造

MS(bl) 

MS(bl) 

MS 

MS 

MS 

Sn 

腐植

H, 

H, 

H, 

H, 

H, 

H,+P 

孔 隙

小，中一有

小ー有

なし

小，中ー有

小，中一有

小ー有

山中式硬度計

深さ ち密度
(cm) (mm) 

5 5.6 

10 6.0 

15 8.2 

20 5.2 

30 7.2 

40 7.6 

物

の

布

植
根
分

特記事項

密

少

無

無

無

無

田面に膜状斑鉄多い

膜状斑鉄の薄い層有り

貝化石有り

深さ28cm以下は旧作士

深さ60cmから湧水

第 6-4表 底質客土圃場の士壌化学性（沼南町， 3作終了時）

採土深

(cm) 
PH 

(H,O) 
EC  

(dS mり

0~7 

7 ~13 

13~28 

28~46 

2

1

5

6

 

．

．

．

．

 

4

5

5

5

 

0.91 

1.76 

1.27 

0.90 

可給態N
(mg kg~') 

25 

22 

268 

202 

飽和度（％）

ca Mg 

30.0 13.8 

71.5 36.3 

55.6 25.6 

53.3 22.9 

水溶性s0.2-
(g kg・') 

94 

552 

518 

290 

注）可給態窒素は湛水静置培養による。

沼南町現地の底質区の土壊断面調査結果を第6-3表と

写真6-1に示した。

客土された底質に相当する深さ0~28cmでは、ジピリ

ジル反応が鮮明な濃赤紫色であった。深さ0~13cmは弱

い角塊状構造で、亀裂に添って膜状斑鉄が認められると

ともに、深さ13cmの層界部分では水平方向に膜状斑鉄

の生成も認められ、層界部が耕盤として発達しつつあっ

た。しかし、深さ13~28cmは壁状構造で斑鉄の生成は

認められなかった。

沼南町現地の底質埋没区では、非底質の客土材を底質

の含水比が高い状態で上乗せしたため、非底質の客土材

が下層の底質に潜り込み、成田市現地のように明瞭な層

界は認められなかったが、概ね田面から5~15cm深まで

が非底質の客土材からなる土層と判断された。

2. 土壊の化学性と士壌pH(H,0)の経時変化

沼南町底質区の深さ別の土壊化学性を第6-4表に示し

た。深さ0~7cmのpH(比0)は4.2と低かった。 ECと水

溶性SO.'―は深さ7cm以下に比べて低く、また交換性Ca、

Mg、K含量や飽和度の低下も顕著であった。しかし、

深さ7~13cmでは、深さ0~7cmと同様に斑紋の生成や

土壌構造の発達は認められたが、 EC、水溶性SO.'ーなら

びにCaとMgの飽和度は高かった。

深さ0~13cmでは、無機態窒素を含む可給態窒素含量

が20mgk百程度まで減少したが、深さ 13~28cmでは

268mg kg・'と多かった。

成田市現地の稲作期間中の土壌pH(H,0)の変化を第6-3

図に示した。

期間中、底質埋没区のpH(比0)は5前後で推移したが、

6

5

 

4

3

2

 

(
O
ギ
4
)

H
d
l
J
I
廿

゜

-—•—底質埋没区

・・・O・・底質埋没区

4/1 

ー●ー底質埋没区

ー▲底質客土被害一甚区

4

2

0

8

6

4

2

0

 
o

o

a

o

 

．

．

．

 

1

1

1

0

 （元
u
S
P
)
O
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＿
 

10-20 20-30 
深さ(cm)

第 6-3図 底質の埋没処理に伴う深さ別のpHとEC(成田市）

0-10 30-40 

-II-底質被害一軽区 -----.i-----底質被客一甚区

---0-- 底質被害一軽区—＿＿△—-底質被害一甚区

r. 
紐

邸

邸

狂

⑪

(
O
'
H
)
H
d
f
f
廿

3.5 

3.0 
3/1 5/2 6/2 7/3 

（月1日）

8/3 9/3 10/4 

第 6-4図 底質の埋没処理が土壌pHに及ぼす影響（成田市 1987年）

―響ー底質客土被客一軽区

底質被害一甚区では稲作期間中のpH(H,0)が3.5~4と低

かった。底質被害一軽区のpH(H心）はかんがい開始後

に上昇し、水稲の最高分げつ期に当たる 7月上旬には底

質埋没区並となったが、以降は次第に低下し、登熟期間

のpH(H,O)は4.5前後であった。
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収穫後の深さ別のpH(H,O)とECを第6-4図に示した。

底質埋没区と底質被害一軽区のpH(H,0)は、深さO~

10cmに比べて深さ10~30cmで低かった。 ECは深さO~

10cmで0.3dSm・1と低いが、深さ10cm以下では下層ほど

高くなった。一方、底質被害一甚区の深さ 0~20cmの

pH(H心）は約3.5と低かったが、深さ 20~40cmでは4.5

~5であった。また、深さO~lOcmのECは約0.6dSm1と

高く、底質埋没区や底質被害一軽区と同様に下層で高い

傾向が認められた。

沼南町現地における3か年間の土壌pH(H心）の変化を

第6-5図に示した。

標準区のpH(H,O)は稲作、非かんがい期間中を通し

て6.5前後で推移した。底質埋没区の稲作期間中のpH

（比0)は6~6.5で標準区と差はなかったが、非かんがい

期は5前後となった。底質区と底質＋炭カル区のpH(H,

0)は、稲作期間中に上昇し、非かんがい期に低下する

傾向がみられた。 2作後の非かんがい期には3.5前後まで

低下したが、 3作後の非かんがい期は約6まで上昇した。

底質区の1作目稲作期間中、 pH(H,0)は7前後で推移し

標準区に比べてやや高かった。底質＋炭カル区の1作目

稲作期間中のpH(比0)は、炭カル施用の影響で8~9と

高かったが2、3作目期間中は6~6.5となった。

成田市現地の底質客士13圃場30地点における、底質中

の水溶性塩基と交換性塩基の関係を第6-6図に示した。

土壌pH(H,0)が4.5以上の圃場では交換性塩基に対する

水溶性塩基の比率は1/10程度であったが、生成された

SO.'ーの影響で土壌pH(比0)が4.5未満まで低下した圃場

では、交換性塩基に対する水溶性塩基の比率は1/4~

1/2と高かった。

底質を充填したライシメータからの浸透水中には、陽

イオンとしてはFe'+、Mn'+、Ca2+、Mg'十が、陰イオン

はSO.'が高濃度で含まれていた（原ら、 1990)。

水溶「生SO.'ーと主要な陽イオンとの関係は第6-7図に示

したように、 S0.'-<1::Fe2+(R'=0.810**)、s0.2-cMg2+ 

(R'=O. 718* *)との間には高い相関関係が認められた。

しかし、 SO.'―に対するM炉の比率はFe'+、Mg'+!こ比べ

て低く、 C砂はS釘濃度に関係なく 20cmol(+)k固程度

であった。

3. 底質埋没による水稲収量への改善効果

沼南町現地における対標準区の収量指数を第6-8図に

示した。

底質区1作目の水稲生育は旺盛で、穂数は標準区に比

べて30%多く、秤長は110cmに達した。このため倒伏程

度は大きくなり、登熟歩合が低下して減収した。底質埋

没区は、底質の埋没深が異なったために生育は不揃いと

なったが、標準区に比べて穂数が10%程度多いものの秤
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第6-5図 底質の埋没処理が土壌pHに及ぼす影響（沼南町）

一標準-----@:j!tl§'±--0-—底質＋炭カル→ゞ•底質埋没処理

14 

12 

＾ l ・芝+ -・ 10 s 

碕!ellt!:! 控妥l 4 6 

2 

゜゚

y = -0.006x'+ 0.54x -0.62 

if = 0.493* n=l 7 ． ．． 

apH4.5未満の圃場

OpH4.5以上の圃場． ． 
． 

．． ． ． ゚
-----◊ 

•✓-"- ゜企••賓—-·
•。 Q---- 。______ o y=0-16x-L08 

R2 = 0-737蕊 n=13-----t-oべも' I I I I 

5 10 15 20 25 30 35 

交換性塩基(cmol(+)kg―')

第6-6図 底質中の交換性塩基と水溶性塩基との関係
注）塩基： Ca、Mg、K*、＊＊はそれぞれ5%、1%水準で有意

90 

so 

70 OCa 

涅60

● Mg 

△ Fe 

+ ・-・ XMn 

oヽ a 50 

塞-fs, 、9、・40 30 

20 

10 

゜゚
第6-7図

140 

120 

100 

挙呂苓 86 0 0 

40 

20 

゜ 1作目

/ca R'=0.046/ 

50 100 150 200 

so/-(cmol(-)kg―') 

底質浸透水中のSOTと陽イオンとの関係
（ライシメーター）

注）＊＊は 1%水準で有意

2作目 3作目
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長はやや長い程度で、倒伏が中程度に留まったことで減

収率は10%であった。底質＋炭カル区では分げつ期の葉

色は淡かったが、穂数は標準区に比べてやや多かった。

しかし、床旱長は底質区と同様に長くなり、著しい倒伏が

発生して減収した。

2作目における底質区と底質埋没区ならびに底質＋炭

カル区の穂数、稗長は標準区並となり、収量は標準区に

比べて約5%減収して5,800kgha-1であった。

3作目の各区の穂数、秤長には差はなかったが、水稲

が減数分裂期にあった7月下旬の気温が著しく低かった

ために障害型冷害による不稔が発生し、各区の収量水準

は4,600kgha-1と、 1、2作目に比べて低かった。標準区

の不稔歩合が他区に比べて高かったことで、底質区、底

質＋炭カル区ならびに底質埋没区で収量指数が高い傾向

であった。

ライシメータ試験の標準区に対する各区の収量指数を

第6-9図に示した。深さ10cm、20cmの底質埋没区では、

1作目から標準区並の生育量が得られ、収量差は認めら

れなかった。風乾底質区では、 1、2作目の収量が標準区

に比べて著しく低くかったが、 3、4作目ではほぼ標準区

並となった。

一方、未風乾底質区では、 1作目は穂数が約500本 m-'

と多くなり、倒伏によってくず米の発生が多くなったが、

総籾数が標準区に比べて多かったため約20%増収した。
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2作目 3作目 4作目

底質客土に伴う収量指数の変化
（ライシメーター）

注）収量指数は標準区収量を100した。

2作目以降は移植直後から酸性障害が発生し、収量が標

準区の30%前後となり著しく減収した。

成田市現地の底質被害一軽区、被害一甚区ならびに底

質埋没区の生育、収量、収量構成要素を第6-5表に示し

た。

被害一軽区の穂数は底質埋没区と差はなく、面当た

り籾数も37,000粒得られたが、登熟期間に酸性障害が発

生し、登熟歩合が低下したために底質埋没区に比べて12

％減収した。被害一甚区では移植直後から苗の枯死が発

生し、茎数、穂数が底質埋没区に比べて少なくなり、

面当たり籾数は約30%少なかった。さらに出穂期以降

も枯死株や葉身の枯れ上がりが発生して登熟が不良とな

り、著しく減収した。

成田市の試験圃場周辺の底質埋没圃場では、平均収量

が第6-10図に示したように約3,000kgha-1で、既存水田に

比べて30~40%少ないものの、底質圃場の平均収量の約2

倍で、圃場間のバラッキも小さくなった。さらに、底質圃

場では、圃場間のバラッキが大きいだけでなく、観察結果

では、 1区画圃場内での水稲生育のバラッキも大きい傾向

がみられた。特に、排水路に接した底質圃場では、排水

路からの距離によって生育の良否が明確に現れた。

排水路からの距離別に伴う水稲の生育を第6-11図に示

した。水稲の穂数、秤長ならびに穂重は、排水路に面し

た圃場周辺部では良好であったが、圃場中央に向かうに
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注）図中の数値は最大値、最小値を示す。

■風乾底質区
口底質埋没20cm区

第 6-5表

口底質埋没10cm区
口未風乾底質区

底質の埋没処理が水稲（アキヒカリ）の生育、収量に及ぼす影響（成田市）

穂数 わら重
（本 m・2) (kg ha・') 

底質被害一軽 509 5,864 

底質被害一甚 434 3,877 

底質埋没 516 6,409 

注1)粒厚1.75mm以上を精玄米とした

調査区名 精籾重 精 玄 米 重
(kg ha-1) (kg haり （指数）

6,716 5 162 88 

2 123 1,053 18 

7,231 5,858 100 

2)底質埋没：底質客土圃場へ成田層砂層を上乗せした。

屑米重
(kg haり

291 

527 

33 

面当たり
籾数

(X 1,000粒）
登熟歩合

（％） 

41.2 

26.7 

37.2 

65.1 

2.6 

89.2 

千粒童
(g) 

20.2 

15.9 

22.5 
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従って生育は悪くなり、概ね2m以上排水路から離れる

と枯死株が多くなる傾向であった。さらに土壌のMg飽

和度と水稲生育との関係をみると、第6-12図に示したよ

うに、 Mg飽和度が概ね16%よりも高いと、穂数や穂重

は著しく低下する頼向が認められた。

第 4節 考 察

1. 底質客土造成水田における水田士壌化

成田市と沼南町に設置した底質区の土壌断面形態をみ

ると、表層から下層に向かって亀裂が徐々に発達し、土

壌構造は壁状から小塊状構造に変化するとともに、亀裂

に添って膜状斑鉄が生成されていく状況が確認された。

亀裂の発達と膜状斑鉄の生成は浚渫後の底質の堆積場で

も観察された。堆積場での亀裂の発達が水分の蒸発だけ

によるものであったのに対して、前述の底質区では非か

んがい期の乾燥に加えて、水稲収穫後の耕転、砕土が底

質の乾燥を助長し、次の収穫後の落水では水分の低下も

迅速となり、下層への亀裂の発達が進むことで土壌構造

が発達すると考えられた。さらに、沼南町現地の土壌断

面で認められた深さ7cm付近のFe,Oaの集積は、かんが

い水や雨水によって上層から溶脱されてきたFe門こよる

ものと考えられた。

吉野 (1970) はグライ層位の低下とかんがい水の影響

によるマンガン、鉄の溶脱集積を水田土壌化作用の進行

による熟田化過程としているが、上述した土壌構造の発

達やFeの溶脱、集積は底質客土造成水田における水田

土壌化の現れであった。

底質の化学性の特徴として可酸化性Sが多く含まれ、

非かんがい期に亀裂が発達すると土壌水分が低下して可

酸化性Sが酸化されてso;が生成する。これによって、

pH(H心）は低下しECが上昇して水稲に障害が発生する。

ライシメータ試験でみられるように、風乾した底質で

水稲を栽培した場合、 1作目は甚だしい障害が発生する

ものの、以降は、発生程度もしだいに軽くなる。しかし、

未風乾の底質を利用した場合には、栽培回数が増えるの

に伴って被害程度は大きくなった。これは、風乾した底

質では栽培が進むに伴ってso;一の生成量が減少すると

ともに、非かんがい期に浸透水によって溶脱し、 so;
の濃度がしだいに低下したためと考えられた（原ら、

1990)。可酸化性Sと結合していたFeはFe'十となってso;-
と一緒に溶脱されたり、赤褐色のFe,Oaとして田面に析

出したと考えられた。

一方、未風乾の底質の1作目はso;ー濃度が低く障害は

発生しなかったが、沼南町現地試験の土壌pH(H,0)の

推移にみられるように、水稲1作後の非かんがい期に可
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酸化性Sの酸化が急速に進んだと考えられた。現地試験

では、生成されたs0.2-は降雨による表面排水によって

洗脱されたが、充填した底質下層の構造発達が不十分な

ライシメータでは、生成されたSO.'ーの洗脱は浸透水だ

けによるため洗脱量は少なく、このため水稲の被害発生

期間が長くなったと考えられた。

もう一つの特徴としては、底質は海成粘土であるため

にMg含量が高く（市原・市原、 1971; 市原ら・ 1984)、

千葉県内に分布する一般水田土壌と比較してCa/Mgの

値が小さい点である。

可酸化性Sの酸化で生成されたSO.'の影響でpH(H,0)

が4.5未満の圃場では、底質中のMgは水溶性として存在

しており、 SO,'ーが洗脱する際には挙動を共にしている。

そして、 Mg飽和度が千葉県の一般水田並の16%(千葉

県農林部、 1984;安西ら、 1992)まで低下すると、水稲

の生育、収量への被害発生が軽減されることが明らかに

なった。

植物に対するMgの毒性について、嶋田 (1972)やEV

ANGELOU and THOM (1984) はCa、Kに比べて高

いとし、北島ら (1975) はMg/Kが高くなると水稲の

Mg吸収は促進されるとしている。本調査では、底質を

充填したライシメータからは常時40cmol(+)k釘前後の、
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現地圃場では一般水田（菅野・徳留、 1963)に比べて極

めて高い最高約12cmol(+)kg-'の水溶性Mgが検出され

たことから、水稲への影響は大きく、移植直後から萎凋

したり枯死したと考えられた。

一般水田土壌中におけるMgは飽和度で概ね16%含ま

れ、水溶性の形態はO.Ol~0.39cmol(+)kg-'(菅野・徳

留、 1963) と僅かである。また、佐々木ら (2000)は、

浸透水中のFe2+、Mn万農度は土嬢の酸化還元電位に、

C砧濃度の増減はFe2十猿度に対応しているとしている

が、 Mg2十の動態に関しての記載はなく、もともと一般

水田土壌では土壌溶液や浸透水中のMg2十濃度が低いた

めと推察された。

したがって、移植の苗の萎凋や葉鞘部の褐変、枯死は、

Mgを多量に含む底質特有の塩基組成の変化に由来する

ものであったと考えられた。つまり、堆積する段階で粘

土鉱物に取り込まれた海水中のMgが、粘士鉱物の破壊

(FEIGENBAUM,S. and SHAINBERGI,1.、1975; 

CASSEY,W.H.and WESTRICH,H.R.、1992;KUWA 

HARA,Y.and AOKI,Y.、1995)によって溶出したため

と思われる。この粘土鉱物を破壊しMgを溶出させた原

因は、浚渫後、可酸化性Sが酸化して生成されたSO臼こ

よる強酸性と考えられた。

Mgと同様に海水を供給源とするKの挙動については、

明確な結果は得られなかったが、沼南町現地において水

稲を3作栽培跡の交換性K含量は、 pH(H心）が4.2と低い

深さ0~7cmの土層で少なく、未酸化の可酸化性Sを含む

と思われる深さ7~13cmの土層で多い傾向であった。こ

れは、 pH(H心）が低く Fe2十が多いことから、 LINDSAY,

W.M. (1979)の指摘するジャロサイトの生成条件をみ

たし、ジャロサイトの生成にKが利用されたために、交

換性k含量が低下したと思われた。

このように、底質客土造成水田では、作土層での斑鉄

の生成や角塊状構造の発達に伴って生成した・s0.2やMg2+

が溶脱されて、土壌pHが上昇し、交換性Mg飽和度が低

下して水稲への被害が軽減することが明らかになった。

2. 底質埋没深と作物の生育、収量

風乾した底質をライシメータヘ充填し、水稲を栽培す

ると1、2作目は酸性障害の発生によって減収するが、 3、

4作目には改善され標準区並となる。これに、浚渫され

た底質の乾燥期間として約1年を考慮すると、 4、5年の

期間を要した。また、沼南町現地試験における士壌pH

の上昇や土壌断面形態の変化から、土壌化は3年で深さ

約7cmまで達したと推定され、水稲根の90%が分布する

深さ10cmまで（在原ら、 1995)、あるいは千葉県におけ

る平均作土深13cm (千菓県農林部、 1984;安西ら、

1992)が土壌化するには、さらに2、3年を要すると推察
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された。したがって、底質客士造成水田の生産性が改善

されるまでには、浚渫から5、6年、水稲の作付けでは4、

5作を要すると考えられた。

底質を田面下10~20cmに埋没することで、水稲では1

作目からほぼ標準区並の収量が得られ、障害回避効果が

認められた。

渡辺 (1992)は、丘陵地での酸性硫酸塩土壌の改良法

として下層への埋没を検討し、ホウレンソウでは約10cm

の埋没深で、ソルゴー、小麦では深さ40cmで作物の生

育、収量の改善効果を確認している。ソルゴーや小麦に

比べてホウレンソウの許容埋没深は浅く、各作物の根域

によって好適な埋没深が決まると考えられる。

水稲の根域は、品種（在原ら、 1995)や栽培法（星川、

1981) ならびに土壌のち密度（中司•石井、 1989; 在原・

渡辺、 1993)によって伸長下端にいくらか違いはあるも

のの、概ね深さO~lOcmの土層に約90%の根が分布して

いる。

したがって、造成後に、底質客士造成水田で水稲を栽

培する場合の埋没深は、一般水田の作士深並の深さ 13

cmと考えられた。しかし、粘質な底質が客土された圃

場では含水比の低下が遅く、地耐力が低いため、底質客

土直後に埋没処理をしても上乗せした非底質資材が下層

に潜り込み、改善効果が低下することが予想される。設

定した埋没深を確保するためには、堆積場での底質の乾

燥を促しておく必要があると考えられた。

底質客土圃場を汎用化しで畑作物を栽培する場合、

底質に含まれる可酸化性Sの酸化促進、生成したFe'+、

Mg'+、SO.'を溶脱させる効果は、水田として利用する

よりも大きいと考えられた。しかし、土壌pHの低下や

特異的に多く含まれるMgの根部への影響は（嶋田、

1972)、湛水状態で栽培される水稲よりも大きく、さら

に小麦やソルゴーは根域が深いことから、障害発生期間

は長期に及ぶと予想された。

渡辺 (1992)は、酸性硫酸塩士壌を深さ40cm下に埋

没すると小麦の収量は標準の80%まで、深さ60cm下で

は標準並の収量に回復するとしており、概ね深さ40~60

cmが、小麦の根が伸長する深さと解釈できる。また、

水稲に比べて根の空気要求量が多い小麦では、土壌の通

気性や排水性を高めるために非毛管孔隙量を多くし、水

分張力をpFl.5~1.8以上にする必要がある (KOHNKE.

H.、1968;山崎、 1971;渡辺ら、 1972)。したがって、

底質客土圃場を汎用化して畑作物を栽培する場合、埋没

深は田面下60cm以上が望ましいが、少なくとも40cm以

上とすることで土壌の通気性や排水性が確保されるとと

もに、下層からの水分の上昇に伴う Fe'+、Mg'+、s0.2-

の影響は回避できると考えられた。
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第V1I章結論

第 1節結果の概要

水田は自律的生産力維持機能をもつことによってモン

スーン地帯農業の基幹となってきた。現在わが国では、

貿易自由化や米の生産過剰などの要因によって、コスト

削減や汎用化への取り組みが要求されている。今後は、

食料安全保障だけでなく、水循環の調整や景観など国土

の保全機能の維持を図るためにも、水田の確保と生産性

の維持向上は基本的に重要な課題である。

近年では、水田基盤整備の一環として、異質な士壌物

質を35cm以上上乗せ客土した造成士が増加している。

その土壌断面は農耕地土壌の分類には当てはまらず、現

場での土壊管理手法も混乱している。

一般に士壌とは、自然と人為と時間の要因によって形

成されたものである。これに対して、造成士は土壌とし

ての成熟を欠く人工土壌であるため、これらを工業用地

や宅地のような単なる地盤形成目的ではなく、農用地と

して利用するためには、しばしば肥沃度や易耕性に問題

を生じる。しかし、既存水田へ異質な土壌物質を上乗せ

客土して造成された水田士壌の特性や生産性の変化につ

いて検討された報告はまだない。

本研究は、客土造成水田の未熟な士壌が、グライ化や

塩基組成の再編などの水田土壌生成作用に耕うん等の影

響が働き、水稲の収量が標準的水準に達するまでの期間

を「客土造成水田の成熟過程」と定義し、この過程での

士壌特性と作物の生育、収量の変化を系統的に調査・検

討して成熟過程を解明するとともに、造成後の土壌管理

法について検討した。

これらの結果の概要は以下のようにまとめられる。

1. 第三系シルト岩風化物を客土材とした客士造成水田

について

1)造成水田の特性と生産阻害要因

九十九里平野に分布する中粗粒強グライ土水田へ、原

地表面より60cmの高さに第三系シルト岩風化物を上乗

せ客土して造成された水田では、造成後、水稲の生育不

良や低収が問題となった。

造成後の年数経過毎に調査した結果、①貫入抵抗

2MPa以上のち密な圧密層が水稲根の伸長を阻害したが、

年数経過に伴って根域は拡大した。②客土材は有機物に

乏しく、可給態窒素生成量も低いが、年数経過に伴って

漸増し、造成後3作目には作土層の窒素生成量は50kg

h紀に達した。③可給態P,Os含量、リン酸吸収係数とも
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水稲作で問題となる値ではなかった。④客土材の交換性

塩基飽和度は90%あるが、年数経過に伴って表層部の

CaとMg飽和度は低下した。⑤造成後3作以上経過した

圃場の作土層は還元色を呈し、ジビリジル反応も鮮明で、

膜状斑鉄の生成が認められた。⑥造成後3、4作以降の圃

場の収量は既存水田と同等であった。

以上のように、水稲の低収原因は、客土材の窒素肥沃

度が低く、さらに造成時の重機走行で形成されたち密な

圧密層によって根の伸長が阻害されたためであった。

2)土壌の成熟過程

第三系シルト岩風化物客土造成水田の成熟過程は以下

のように考えられた。

客土材には士壌環境における主要な電子供与体である

易分解性有機物がほとんどないため、造成後1作目は

F炉が生成されず、可給態窒素生成量もわずかであるが、

2作目以降は前作の水稲根や稲わらなどが供給されて土

壌有機物含量が次第に増加する。そして、土壌有機物の

蓄積によってFe'十が生成され、 3作目には作土層はグラ

イ化し、落水後はF記の酸化による膜状斑鉄が認められ

るようになる。これと同時に蓄積した有機物の分解で生

成される可給態窒素も、 3作目には水稲の生育におおむ

ね支障のない量に達すると考えられた。

水田土壊生成作用の一つである塩基組成の再編をみる

と、まず作士層の民〇含量は、稲わら施用と施肥により

次第に増加する。土壊有機物が蓄積した作土層で湛水後

にF炉が生成されると、 Fe'十が土壌コロイドに吸着して

いるC砂およびMg'十と置換し、落水後はFe'十が酸化さ

れてFe'十となり斑紋を生成する。しかし、造成時の機械

走行で形成されたち密な圧密層により透水性は悪く、作

土層は土壌含水比の高い状態が続くため、いくらかの

Fe'十が酸化されずに土壌コロイドに残り、 H十も吸着さ

れることになる。このため土壌コロイドヘ再吸着されず

土壌溶液中に残ったCa'+、Mg'十は、降雨後の表面排水

によって溶脱されて次第に含量が低下し、土壌pHも低

下すると考えられた。

作土層のグライ化が作土直下まで及ぶと、ち密な圧密

層の上部ではFe'十が生成され、土壌コロイドに吸着した

Fe'十を中心にしてゲル状の構造が形成され、土壌粒子間

の結合力が低下する。これにより、小型トラクタでも年々

耕深が深まり、ち密度が低下する部位も深まり水稲根は

下層へ伸長する。これが下層でのFe'十や可給態窒素の生

成を促し、水稲生育が改善されると考えられ、これを第

三系シルト岩風化物客土造成水田の成熟過程と考えた。
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2. 河川底質を客土材とする客土造成水田について

1)特性と生産性阻害要因

利根川沖積平野に分布する強グライおよびグライ土水

田へ、河川底質を上乗せ客土し場合、造成後、水稲栽培

で障害発生による生育不良や減収が問題となった。

造成後の年数経過別に土壌特性、水稲の生育、収量を

調査した結果、①客土材中の塩分濃度は被害発現濃度以

下であった。②客土材中の全S含量は4~25gkg―1、細粒

質と中粒質圃場の水溶性SO.'―は2.63~4.04gkg-¥粗粒

質圃場では0.04~0.42gkg-'であった。③土壌pHが4.5未

満では、水稲の枯死も多発し、収量は1,500kgha-'以下

となった。④土壌pHは、粗粒質圃場では造成後1作目に、

中粒壌圃場と細粒質圃場の土壌pHは造成後 1作目より

も2、3作目に低くなり、低収となった。⑤土壌中の水溶

性SO.'と EC(R'=0.873**)、交換性Mgと水溶性s0.2-

(R'=0.647**)、交換性MgとEC(R'=0.604**) との間

には相関が認められ、粗粒質と中粒質の圃場では造成後

3作目には交換性Mg飽和度が約16%まで低下した。一

方、細粒質圃場の交換性Mg飽和度は造成後の年数を経

るにしたがって上昇し、飽和度が低下に転じるまでに3

年以上の年数を要すると考えられた。

以上のように、客土底質は全s含量が多く、 Mg飽和

度も一般の農耕地土壌に比べて高いことから酸性硫酸塩

土壊と判断された。水稲の生育障害は、底質に含まれる

可酸化性Sの酸化によって発生する酸性によるもので、

その症状や程度、発生時期と期間など客土材の土性によっ

て異なることも明らかにした。

2)土壌の成熟過程

浚渫され、水と一緒に堆積場へ送られた底質は、粗粒

質部分が下層に、細粒質部分が上層に分級堆積する。堆

積場で自然に脱水、乾燥するが、底質中の可酸化性Sの

酸化速度は、透水性、通気性によって異る。浚渫直後の

細粒質底質は含水比が多く、透水性が低いため、可酸化

性Sは酸化されにくい。表面から水分が蒸発して亀裂が

生成し、乾燥、収縮が進むと、亀裂の周辺部の可酸化性

Sは酸化される。しかし、亀裂の発達は土塊内部まで及

ばず、内部の可酸化性Sの多くは未酸化のままである。

これが圃場へ客入されると、整地時の重機走行によって

客土層は練り返され、透水性はさらに低下し、可酸化性

Sの酸化は進まない。

一方、堆積場下層にある粗粒質底質は、透水性が良好

で、亀裂を通して空気や雨水が進入し、細粒質に比べて

可酸化性Sの酸化は容易に進む。これが底質の粒度によっ

て、水稲の酸性障害の発生態様が異なった理由と考えら

れた。障害の発生期間が粗粒質圃場に比べて細粒質圃場

で長期に及んだ原因は、細粒質の方が全s含量が多く、
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可酸化性Sが酸化する速度が遅いためと考えられた。

酸性障害とは異なり、移植直後から苗がしおれ、その

後枯死する障害がある。この症状が発生した苗の葉鞘部

表面には析出した塩 (MgSOりの結晶が認められ、田

面水や土壌溶液の塩類濃度が高いことから、浸透圧が高

く根が吸水できずに萎凋したと考えられた。つまり海成

堆積物層である底質の交換性塩基飽和度は90%以上で、

一般水田に比べてMg飽和度が高く、 Ca/Mgは低い。

この多量に含まれるMgと可酸化性Sの酸化によって生

成されたSO/ーとが田面水や土壊溶液の浸透圧を高め、

萎凋、枯死させたと考えられた。

したがって、底質客土造成水田では、底質中の可酸化

性Sが酸化されて生成したs0.2-によって士壌pHが4.5以

下になると著しい酸性障害が発生し、同時に底質中に含

まれるMg'十とSOTとによって、田面水や土壌溶液中の

塩類濃度が高くなり障害が発生する。しかし、かんがい

や降雨によりSO/や Mg'+が溶脱されて土壌pHの上昇や

塩基組成が再編すると、水稲の生育、収量は次第に回復

すると考えられ、これを底質客土造成水田の成熟過程と

考えた。

第 2節 客土造成水田の土壌管理法

1. 第三系シルト岩風化物客土造成水田の成熟を促す土

層および土壌改良

深さ18cmの深耕と有機物（稲わら堆肥10,000kghaり

施用を組合わせた効果を、普通耕と比較検討した。

①作土層の可給態窒素生成量は、一両耕うん区とも処理

2作目以降増加したが、次層では、深耕は3作目、普通耕

は4作目から増加した。②両耕うん区とも士壌有機物含

量の増加に伴ってCa、Mg飽和度は低下し、その程度は

深耕より普通耕で大きい。③士壌断面ではジビリジル反

応を示し、膜状斑鉄が認められる深さは、普通耕が 12.5

cm、深耕が18cmで、貫入抵抗が1MPa以下となる深さ

に一致した。④深さ30cmまでの根量は深耕の方が普通

耕に比べ約20%多かった。⑤深耕、深耕＋有機物では、

普通耕に比べて2作目以降は5~15%増収した。

以上のように、造成水田における水稲の生育、収量の

変化は、作土層のグライ化と斑鉄の生成、可給態窒素生

成量の増加、 Ca、Mg飽和度の低下およびち密度の低下

に伴う根域の拡大と連動しており、仮説の成熟過程が検

証された。

したがって、第三系シルト岩風化物を客土した造成水

田で水稲栽培するための土壌管理法としては、造成時の

重機走行によって形成され、水稲根の伸長阻害の原因と

なるち密な圧密層を、プラウ耕により深さ 18cmまで破
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砕して有効土層の確保を図る必要がある。これと同時に

稲わら堆肥等の有機物（稲わら堆肥で10,000kgha-1を

目標）を施用し、水田土壌生成作用であるグライ化を促

すとともに作土層からの可給態窒素生成量を50kgha-1 

程度まで高める必要がある。

この土壌管理法を造成直後から実施することで、成熟

化の期間を1年短縮することができると考えられた。

2. 第三系シルト岩風化物客土造成水田の汎用化のため

の土壌および土層改良

客土造成水田を汎用化して畑作物を栽培すると、ち密

な圧密層の存在と可給態P,O,含量が少ないために生育、

収景が影響を受けると考えられた。そこで、リン酸質資

材の施用による土壌改良と心士破砕や深耕による士層改

良とを組合せて、ソルゴー、小麦、落花生を供試して改

良効果を検討した。

試験の結果、①普通耕の深さ20cm以深の貫入抵抗は

2.3MPaであったが、深耕では深さ50cmまで、心士破砕

では深さ40cmまで貫入抵抗が1MPa以下に、粗孔隙が

O.lm3町程度以上になり、有効孔隙 (pFl.5~毛管連

絡切断含水量）も増大した。②土層改良により作物の根

群域が拡大し、深根性のソルゴー、小麦で生育、収量が

増加した。③リン酸質資材の施用により可給態P,O,含量

の富化は、耕起・士層改良法にかかわらず、深さ10~20

cmで顕著であった。④リン酸質資材の施用効果は、全

ての作物で初期生育を促し、生育量が問題となるソルゴー

や生育期間の長い小麦では効果が高く、特に初期生育が

低温下にある小麦で顕著であった。⑤土層改良とリン酸

質資材施用の相乗効果も小麦で顕著であった。

したがって、第三系シルト岩風化物客士造成水田を汎

用化してソルゴー、小麦等の深根性作物を栽培する場合

には、深耕ロータリやパンブレーカにより耕盤を破砕す

る土層改良が必要である。深根性作物、特に生育期間が

長く、初期生育が低温時に遭遇する小麦等の栽培では、

前述の土層改良に加えて、壌中の可給態P,O,として100

mg kg-を目標に、リン酸資材施用による土壌改良を組

合わせる必要がある。

この土層改良の効果は4年、リン酸質資材の施用の効

果は5作、 3年間程度持続すると考えられた。

施肥量の多い野菜等を作付けする場合には、好適な可

給態P,⑪含量の下限値は高くなると推定される。しかし、

砂質土では可給態P,O,含量の増加に伴って下層へのP,O,

の移動も認められており（八横ら、 1997)、土壌有機物

含量が少なく陰イオンの保持力が低いと推察される客土

造成水田でのリン酸施用については、有機物施用も組合

わせた土壌改良が必要と考えられた。

3. 底質客土造成水田の成熟を促す士壌改良
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底質客士造成水田の成熟過程を検証するとともに、障

害の発生を軽減するために、底質を下層に埋没する改善

方法について、現地とライシメータ試験により検討した。

① pH4.5以上の圃場では交換性Ca+Mg含量の約10%

が水溶性であったが、 pH4.5未満の圃場ではその割合が

30~40%と高く、水稲の収量は交換性Mg飽和度が16%

を超えると著しく低下した。②底質客土 3年後には、作

土層は弱い角塊状構造へ変化し、膜状斑鉄が生成し、交

換性Mg飽和度も約14%まで低下した。③底質客土圃場

の土壌pHは、 1作目の稲作期間中は7前後で推移し、そ

の後非かんがい期に低下して稲作期間中に上昇し、 2作

後の非かんがい期には3.5前後まで低下した。④底質か

らの浸透水には高濃度のFe'+,Mn'+, Ca'+, Mg'十とso;-
が含まれ、 so;ーと Fe'+ (R, = 0.810")、so; ーと Mg'+

(R'=0.718")との間には高い相関関係があった。⑤風

乾処理した底質を客土した場合には、 1、2作目は障害が

発生して著しく低収となったが、 3、4作目はほぽ標準土

壌並に回復した。これに対して、未風乾の底質の場合に

は、 1作目は過繁茂となり倒伏したが、 2作目以降は移植

直後から障害が発生して低収となった。⑥田面下10~20

cmに底質を埋没することで、水稲の障害回避が可能で

あった。

このように、底質客土造成水田では、作土層での斑

鉄の生成や角塊状構造の発達に伴って生成したso;―や
Mg'十が溶脱されて、士壌pHが上昇し、交換性Mg飽和

度が低下すると水稲の被害が軽減することが明らかとなっ

た。

したがって、河川底質客士造成水田の上壊管理法とし

ては、まず、堆積場での放置期間中に重機を用いて底質

を攪拌し、底質土塊の表面積を増やして乾燥を促し、可

酸化性Sの酸化を進めて生成されたso;や Mg'十の洗脱を

図る必要がある。そして、圃場へ客土した後は、水稲の

根域に相当する深さ15cmまでを対象に耕うんし、土壌

の乾燥、降雨やかんがい水での洗浄を繰り返す必要があ

る。この耕うん作業時の安定した走行性を確保するには

（新村ら、 1967)、前述した堆積場での攪拌による底質の

乾燥が有効となる。

ただし、湖沼の底質でば流入負荷に由来すると思われ

る重金属等の有害物質を含む場合もあるので（千葉県水

質保全研究所、 1981)、土壌環境甚準等に照らして、客

土材としての利用の可否を事前に判定する必要がある。

この土壌管理法を実施することで、これまで粘質の底

質客土圃場で造成後4、5年間要していた成熟化の期間を

1、2年短縮することができると考えられた。

早急な改善法としては底質を下層に埋没する方法が有

効であり、水稲では田面下10~20cmに非底質資材を上
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乗せして底質を埋没させることで、造成直後から改善効

果が期待できる。また、底質客土圃場を汎用化して小麦

等の深根性作物を造成直後から栽培する場合も、底質の

埋没処理は不可欠である。障害の回避ならびに土壌の通

気性や排水性を確保するには、埋没深としては田面下60

cm以上が望ましいが、少なくとも40cm以上とする必要

があると考えられた。

第 3節お わ り に

以上のとおり、第三系シルト岩風化物客土造成水田で

は有機物の増加が水田土壌成熟過程、すなわちグライ化

に大きく寄与している。水域底質によって客土造成され

た水田では、交換性塩甚飽和度が90%を超える用土を客

土した場合には、水田土壌生成作用であるグライ化と並

行して可酸化性sからso;-が生成し、塩基が低下して

再編することを明らかにし、これらから客土造成水田に

おける具体的土壌管理法を提言した。これらの結果は、

国内だけでなく、水田の拡大と生産性向上が求められる

海外地域においても（農林水産省熱帯農業研究センター、

1986; 松本、 1987)、客土によって造成される農用地土

壌や可酸化性Sを含む土壌の管理システム確立に寄与で

きるものである。
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写真 5-1 河川底質の堆積状況（平面）

（成田市）

写真 5-2 河川底質の堆積状況（断面）

（成田市）
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写真 5-3 移植期から分げつ期に発生した酸性障害

（下総町）



在原：客土造成水田の土壌化と生産性改善

写真 5-4 移植直後に発生した塩類障害による枯死

（ライシメータ試験）

写真 5-5 登熟期に発生した酸性障害による枯れ上がり

（成田市）
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写真 6-1 河川底質客上造成水田の土壌断面

（水稲 3作終了圃場：沼南町）
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The soil maturity and fertilization of paddy 

fields on newly embanked 

Katsuyuki AmHARA 

With the sustainable productivity, the paddy field has been the backbone of agriculture in the 

monsoon regions in Asia. In Japan, because of free trade and overproduction of rice, cut of the 

production costs and rotation of paddy and upland crops are required. It is necessary to secure 

paddy fields, in order to keep only production of high quality rice but also the various environmental 

effects of paddy fields. 

As a method of the paddy field consolidation, embanking more than 35 cm on the original level 

with foreign material were extended. The soil morphology of these fields is not fit for usual soil 

classification; therefore, the farmers cannot find how to managing the fields. 

The embanked fields are immature artificial soil. There are some problems about the soil 

fertility and soil tilth, but there is no report that tells the characteristics of the paddy fields are 

made by embanking more than 35 cm in depth. 

Pedogenic process e.g. gleyzation, alter of exchangeable cation composition and change of 

soil physical properties take place on the profile of immature soil of the embanked fields. I gave 

a definition of these succession process of the soil and plant system as "the maturity process of 

embanked fields" 

In this paper I would like to reveal the succession process of the soil and plant system for 

establishment of soil management system after the embanking. 

1. Newly embanked paddy fields with tertiary silty mudstone materials 

1-1 The characteristic change of the newly embanked paddy fields 

To prevent the injury by salt and other pollutants in ground water, tertiary silty mudstone 

materials ware embanked on the original paddy fields up to a height of 60 cm in Kujiukuri marine 

alluvium plane in Chiba prefecture. On the fields the paddy rice plants showed poor growth. On 

30 paddy field sites, during six years after the land construction, changes in soil color, soil bulk 

density, degree of gleyzation, nutritional fertility, and rice growth were studied. 

1) Gleyzation of soil was defined by the a, a'dipyridyl color test, in the plowed soil of the fields 

older than 3 years. 

2) The hardpan formed by heavy machinery use at the land construction has become to loose with 

the gleyzation develops. The depth of plowed soil layer close to the average of paddy fields in 

Chiba prefecture in the third cultivation after the construction. 

3) The cation-saturation percentage of the tertiary silty mudstone material was 90%, but in the 

aged fields it was found that the Ca and Mg saturation were decreased. 

4) Increasing of the soil organic matter content, mineralized nitrogen, and exchangeable Fe2+ 

were observed with progressive of maturity of the paddy field. 
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5) The young fields, 1 or 2 years after the construction, were inferior to the aged in the growth 

of rice plant, due to the shortage of available nitrogen and also to the restriction of root grow 

th by the hardpan. 

It was concluded that it takes 3 or 4 years to cover the average rice yield in this region after 

the construction of the paddy fields on fresh tertiary mudstone material. 

1-2 The soil maturity process on the newly embanked paddy fields 

I investigated the process of soil maturity on the paddy fields newly embanked with tertiary 

silty mudstone materials. 

On the first cultivation, Fe2+ was not produced yet, and mineralized nitrogen was observed 

scarcely because the mudstone materials containing few easily decomposable organic matter. 

After the second cultivation, the soil organic matter which originated in rice plant were accumulated. 

Thereby, on the third cultivation, Fe2+ increased and gleyzation of soil was clearly indicated at 

the plowed layers. Moreover, after the drainage of residual water, the iron mottles were produced 

with oxidation of Fe2+, and the mineralized nitrogen increased with decomposition of the soil 

organic matter. Therefore, the growth and yield increased with low obstruction. 

The re-allocation of exchangeable cation was led by the facts as follows. Potassium increased 

by application of straw and Fertilizer from year to year. Ferric ion that was made after water 

logging exchange for Ca2+ and Mg2+ absorbed by the soil colloid. After the drainage of residual 

water Fe2+was oxidized to Fe3+. Under the condition of low water permeability due to the hardpan 

formed since heavy machinery use at the land construction, Fe2+ remained in the soil colloid with 

out oxidizing, and H + was absorbed by the soil colloid. Free Ca2+ and Mg2+ in the soil solution 

eluviated into the surface runoff. Exchangeable Ca2+ and Mg2+ of soil decreased and also soil pH. 

Decreasing of hardness of the hardpan with extended gleyzation is caused that accumulation 

of Fe2+ in the upper part of the hard pan deplete the cohesion of soil particles. Thereby, even 

compact tractors were able to get deeper tillage, and then the root zone developed deeper. 

Consequently, The growth and yield of paddy rice improved. 

1-3 The result of soil amendment and the subsoil improvement to accelerate the soil 

maturity process on the newly embanked paddy fields 

On the embanked fields after the first cultivation, I set up the four experimental treatments: 

(A) 18 cm of tilling depth with, (B) the same depth without the compost, (C) 13 cm of tilling depth 

with 10,000 kg ha-1 of rice straw compost, and (D) the same depth without the compost (standard 

plot). 

1) In comparison (B) with (D), the mineralized nitrogen content in the surface horizon increased 

on and after the second cultivation. In the subsurface horizon, the mineralized nitrogen content 

increased on and after the third cultivation on (B), but it increased on and after the fourth 

cultivation on (D). 

2) The saturation percentage of Ca2+ and Mg2+ decreased as soil organic matter increased. The 

degree of increasing was more remarkable on (D) than CB). 

3) The depth indicated the penetration resistance of less than 1 MPa was as deep as 12.5 cm in 
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the standard plot, besides it was 18.0 cm on (B). The gleyzation was positive on upper than 

the depths, in where the filmy iron mottles were inspected after the drainage of residual water. 

The biomass of rice plant root of (B) was even more 20% much (D). 

4) The yield of both (A) and (B) increased by 5 to 15 % on and after the second cultivation. 

Consequently, the yield and growth of paddy rice increased sequentially with the following 

facts: the gleyzation of soil and generating of iron mottles in the surface horizon, increasing of 

mineralized nitrogen, decreasing of the saturation percentage of Ca and Mg, decreasing of 

penetration resistance, and extending of the rhizosphere. 

1-4 The result of soil amendment and subsoil improvement to accelerate the soil maturity process 

when the upland field was converted from paddy field. 

I assumed that the plant growth was inhibited by the hardpan and lack of available phosphorus. 

So I set up the deep plowing treatment or the subsoil break treatment. Beside these treatments, I 

also set up the additional treatment except phosphatic fertilizer. 

1) The penetration resistance was less than 1 MPa as deep as 50 cm in the plowing plots and 40 cm 

in the subsoil break plots. However, in the conventional tilling plot, it was more than 2.3 MPa 

at depth under 20 cm. 

2) The growth of deep-rooted crop such as sorgo and wheat clearly increased because of the 

subsoil improvement. 

3) In all of the treatments, the available phosphorus content increased in depth between 10 and 

20 cm by application of phosphatic fertilizer in normal quantity. 

4) The application of phosphatic fertilizer promoted the initial growth of field crop. 

The effect of phosphatic fertilizer was remarkable on the crops that need long growth period 

such as sorgo and wheat. Particularly, initial growth of wheat increased under low temperature 

extremely. 

5) The co-operative effect of the soil improvement and phosphatic fertilizer was also remarkable. 

2. The newly embanked paddy fields with river sediment 

2-1 The restriction factors of the production in the newly embanked paddy fields with river sediment 

I investigated on the restriction factors of the growth and yield of paddy rice in the newly 

embanked paddy fields with river sediment. 

1) The salinity of river sediment was lower enough not to cause salt injury. 

2) The sediment contained total sulfur 4-25 g kg-1, and the pH of the sediment which was oxidized 

with hydrogen peroxide was about 3. In the newly embanked paddy fields, the clayey and 

loamy paddy soil contained 2.63-4.04 g kg-1 of water soluble SO/-, on the other hand, the sandy 

soil contained 0.04-0.42 g kg-1. The sediment contained exchangeable Mg more than exchangeable 

Ca. These results indicated that the sediment was acid sulfate soil. 

3) On the acid soils (below pH 4.5), the growth of rice plants was very poor, so the rice yield was 

less than 1,500 kg ha内
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4) On the paddy fields in a year after the embankment, the sandy soils showed lower soil pH than 

fine texture soils. In two years after the embankment, the pH values of the sandy soils rose, 

but the values of fine texture soils fell. In the coarse texture fields, the salt injuries of rice 

plant were frequently found on the first cultivation after the embankment, while on the clayey 

fields, the injuriy was hardly found. However, seriously poor yield was found on the second 

and third cultivation on the clayey fields. 

5) The Mg saturation percentage of soil increased with aging after the embankment on the clayey 

soils, but it decreased in the coarse texture soils. There were recognized correlations between 

water soluble sot and EC (R2=0.873* *), exchangeable Mg and water soluble sot (R2=0.647* *) 

or exchangeable Mg and EC (R2=0.604• *) respectively. 

2-2 The soil maturity process on the paddy fields embanked with river sediment 

The sediment dredged up from river was transported to the stockpile with water. 

In the stockpile, since the coarse particles of the sediment sunk to the subsurface layer, fine 

particles the clayey sediment accumulated in the surface layer consequently. There was difference 

of water and air permeability between the both layers. During the sediments were stood still for 

6-8 months in the stockpile, although the sulfides in the surface thin layer of clayey sediment 

oxidized, the sulfide in inside of clods remained without oxidation. In addition, the paddling of 

clayey sediment by the heavy machinery for the land grading prevent oxidizing of the sulfides in 

it. While the sulfides in sandy sediment as the subsurface layer in the stockpile had high water 

and air permeability, were easily oxidized by air penetrated through the cracks in the upper clayey 

sediment layer. 

It is concluded that the particle size distribution of the soil affected on the symptom of the 

injuries of rice plant by acidity, through the oxidation rate of sulfides in the soil. 

Also another type of injuriy unrelated to acidity was found the fields. The rice seedlings were 

wilted and dead immediately after the transplanting. And crystals of MgS04 were found on the 

leaves and leaf sheathes. In these cases, the EC values of flooded water were 2-4 dS m-1 then the 

damage was caused by high osmotic pressure of soil solution. Because the sediment was marine 

alluvium with the high exchangeable cation saturation percentage and SOt concentration. 

2-3 The method of improvement to promote the soil maturity process on the new paddy fields em 

banked with sediment 

The experiments were carried out to reveal the maturity process of the paddy fields and to 

counterplot against the injuriy of the rice plant on the lysimeter and the field. 

1) On the fields that 10% of total exchangeable cation was water-soluble ,the soil pH values were 

above 4.5, on the fields that the ratio were 30-40%, the soil pH values were below 4.5. The 

growth and yield of rice plant decreased when the exchangeable Mg saturation was more than 

16%. 

2) In three years after the embankment, angular blocky structure with the filmy iron mottles 

developed in the plow layer. And the exchangeable Mg saturation reduced to 14%. 

3) On the field in three years after the embankment, the soil pH value varies from 6.0-7.0 to 3.5 

59 



千葉県農業総合研究センター特別報告 第 1号 (2002)

by flood irrigation. 

4) The percolating water from the sediment contained high concentration of Fe2+ ,Mn2+, Ca2+, Mg尺

and SOt, then the correlations between SOt and Mg2+ 

(R2=0.718* *) or SOl and Fe2+ (R2=0.810* *) were observed. 

5) On the lysimeter experiment, on the first and second cultivation after the using air-dried 

sediment, the rice yields were very low, but on the third and fourth the yields were as much as 

the standard. On the plots of using wet sediment, the rice plant showed lodging by overgrowth 

on the first cultivation, but it showed poor growth after the second cultivation. 

6) Covering with the surface soil of general paddy fields the thickness of 10-20 cm was efficient 

for avoidance the physiological disorder of the rice plant. 

To improve the rice productivity in the fields newly embanked with sediment, the neutralization 

of soil acidity and decreasing of exchangeable Mg saturation percentage are required. 
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