
  
  籾がら補助暗渠による排水対策とエダマメの増収効果

  誌名 東北農業研究
ISSN 03886727
著者名 舛谷,雅弘

太田,健
金田,吉弘
鎌田,易尾
村上,章
菅原,修
小林,ひとみ

発行元 [東北農業試験研究協議会]
巻/号 52号
掲載ページ p. 209-220
発行年月 1999年12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)



東北農業研究 (TohokuAgric. Res.) 52， 209-210 (1999) 

籾がら補助暗渠による排水対策とエダマメの増収効果

舛谷雅弘・太田 健・金田吉弘・鎌田易尾・村上 章・菅原 修*・小林ひとみ

(秋田県農業試験場・ホ秋田県花き種苗センター)

Drainage Effect of Sub-Underdrain Using Rice Fulls and Increasing Yield of Gr巴enSoybeen 

Masahiro MASUYA， Tak巴shiOTA， Y oshihiro KANETA， Yasuo KAMADA， 

Shou MURAKAMI， Osamu SUGAWARA * and Hitomi KOBAYASHI 

(Akita Agricultural Experiment Station・*Akita Nursery C巴nterfor Flow巴ringPlants) 

1 はじめに

米の過剰傾向が高まるなど米を取り巻く情勢が厳しさ

を増す中，農業経営の安定と発展を図るためには，これま

で以上に複合経営を推進する必要があり，収益性の高い野

菜，花きなどを水回転換圃場に積極的に導入することが重

要となっている。

しかしながら，秋田県の水田は強グライ士土壌の割合が

非常に高く，畑地に転換した場合，排水性や砕土性が劣る

ことから，これまでは野菜，花きなどの生産は非常に不安

定だった。

本試験では，強グライ土水田に籾がら補助暗渠を施工し

て短期間に排水性と砕土性を改善し，エダマメが増収する

ことを確認したので報告する。

2 試験方法

(1) 試験場所.由利郡大内町S氏園場(前年水稲無代か

き移植栽培・圃場の大きさ110mx 10m) 

(2) 土壌・細粒強グライ土(田川統)

(3) 試験区.

1) 籾がら補助暗渠有り

2) 籾がら補助暗渠無し

(4) 供試機械:Mo社クローラトラクタ SMK-80， S 

社SPF12

(5) 供試作物・品種・エダマメ・錦秋

(6) 耕種概要・

1) 播種期 6月13日

2) 中耕培土 7月6日， 7月27日

3) 収穫期;9月10日

4) 畝間 75cm，株間;25c皿

5) 施肥量 (kg/a):全量基肥 N，P，05， K，O各

0.3 

6) 供試肥料:LP一70，塩化カリ，過燐酸石灰

3 試験結果及び考察

(1) 施工方法

7.l<稲栽培終了後の転換前年秋にプラウ耕，弾丸暗渠を施

工した強グライ土水田園場において，転換初年目の春先に

籾がら補助暗渠を 5m間隔に施工し，弾丸暗渠と交差させ

て籾がら補助暗渠有り区を設けた。

籾がら補助暗渠の施工は， Mo社の80馬力のクローラト

ラクタにS社の SPF12を取り付けて行った。籾がら補助

暗渠の施工溝幅は約10c皿で，溝の深さは約55cmであった

(図1)。
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(b) 平面図

図 1 補助暗渠の施工方法 (4月9日)
供試機械:Mo社クローラトラクタ

SMK-80， S社 SPF12

(a) 補助暗渠有り (b) 補助暗渠無し

図2 補助暗渠による排水効果

( 6月27日・前日の降水量48rnm/日)
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(2) 排水効果

籾がら補助暗渠の表面排水効果を図2に示した。エダマ

メ播種14日後の圃場の状態で，前日の降水量は48mmであっ

た。 (b)の籾がら補助暗渠無し区ではエダマメを乗用管理機

で播種した時にできた轍に滞水しており， (a)の籾がら補助

暗渠有り区では，降水のほとんどが圃場表面から排水され

ていた。これは，降雨後圃場の重力水が籾がら補助暗渠か

ら弾丸暗渠に集水され，明渠を通って排水路へと圃場外に

排出されたためと考えられる。

(3) 砕土率と畑地化促進効果

5月28日にロータリ耕を行った時の20mm以下の砕土率は，

籾がら補助暗渠有り区は，籾がら補助暗渠無し区と比べ，

ロータリ耕 l回目から砕士率が高くなっている。これは，

籾がら補助暗渠施工により 土壌の乾燥が促進されたため

と考えられる。

また，塑性限界(%)と pF1.8含水比(%)から求めた

畑地化指数は，籾がら補助暗渠有り区が大きく，畑地化促

進効果の高いことを示している(表1)。

表 1 補助暗渠による砕土率向上と畑地化促進効果

砕士率(%以 1 塑性限 pF1.8合畑地化
試験区 l回目 2回目 3回目界(%)水比(%)指数制

転換前則 一 一 61.1 111.4 0.55 
補助暗渠有り 30.3 37.0 42.6 57.3※ 66.8制 0.86 
補助暗渠無し 19.5 33.3 37.6 52.0制 71.4制 0.73 
注.※ 1・ロータリ耕 (5月28日)

※2・数値が1.0に近いほど畑地化促進
※3・水稲無代かき移植栽培後4月9日調査
※4 エダマメ栽培後10月20日調査

(4) エダマメの増収効果

エダマメの生育は， 7月29日で主茎長，主茎節数で籾が

ら補助暗渠有り区が優り， 9月10日の収穫時でも籾がら補

助暗渠有り区が主茎長，主茎節数，分校数とも優っている。

図3にそれぞれの収量を示しているが，籾がら補助暗渠

有り区は特に 2粒爽， 3粒爽の割合が非常に大きい。

籾がら補助暗渠無し区は，エダマメの花芽分化期や開花

期など、に排水不良が原因の湿害を受け，生育が抑制された

表2 補助暗渠がエダマメの生育に及ぼす影響

7月29日 9月10日収穫時)
試 験区 主茎 長主 茎主 茎長 主茎 分枝 数

(姐) 節数 (cm) 節数 (本)

補助暗渠有り 26.3 8.8 40.1 13.2 4.2 
補助暗渠無し 24.2 8.2 34.6 12.5 3.9 
注.耕種概要:土壌;田川統，品種;錦秋，播種期 6

月13日，畝間 75cm，株間;25c皿，基肥 N，P，05， 
K，O各0.3kg/a
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補助暗渠有り 補助暗渠無し

図3 補助暗渠によるエダマメの増収効果

が，籾がら補助暗渠有り区は，闘場表面の重力水が速やか

に圃場外に排出され，強グライ土水回転換初年目圃場でも

大きな温害を受けず，増収したと考えられる。

4 まとめ

強グライ土水田の転換初年目の春先に籾がら補助暗渠を

施工し，弾丸暗渠と交差するようにした。

圃場の重力水は籾がら補助暗渠から弾丸暗渠に集部され，

明渠を通じて闘場外に排出されるため，本暗渠の効果の劣

る強グライ土水田の転換畑においても排水効果は極めて高

い。砕士率は，補助暗渠により耕起 l回目から高まり，畑

地化指数が大きくなり，畑地化が促進される。

エダマメの生育は，籾がら補助暗渠施工により主茎長，

主茎節数，分枝数がやや多くなる。また， 2粒爽， 3粒爽

の割合が高くなり，増収する。
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