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<試験成績・研究成果>

大規模農地で適用可能な土壌凍結深制御手法

広田知良*

要
0:=. 
自

地温・土壌凍結深モデルて、推定した結果を基に， トラクタ一等で積雪深を変化させることで大規模

農地でも土壌凍結深を予測しながら数cm以内の精度で制御できる土壌凍結深制御手法を開発した。

1.はじめに

北海道・十勝地方は，近年，初冬の積雪深の増

加時期の早期化により土壌凍結深が顕著な減少傾

向にある (Hirotaet a1.2006)。土壌凍結深が減

少すると，春先の農作業の遅延や越冬作物の生育

抑制，湿害等は軽減される一方で，収穫後，畑に

残ったばれいしょが越冬して雑草化する野良生え

(以下，野良イモと呼ぶ)の大発生や，また，融

雪水の浸透量増加に伴う農地の肥料成分の溶脱に

よる地下水汚染のリスク増大の可能性も指摘され

ている CIwataet a1.2008; Iwata et al. 2013)。

そこで，これらの問題の解決のために土壌凍結を

最適な深さに制御する手法を開発した。この手法

のポイントは，以下の1.制御の目標となるCritical

depth (闘値深さ)の設定， 2. 断熱作用のある

積雪を活用した土壌凍結深制御， 3.雪割りを活

用した大規模農地での土壌凍結深制御への応用，

4.凍結深制御の適用条件の同定にあるので，こ

れらを以下に概説する。

2. Critical depth (闇値深さ)の設定

土壌凍結深制御に際しては，予め制御の目標と

なる凍結深を設定することがまず重要である。こ

れを求める方法としては，まず，考えられるのは

異なる土壌凍結深の深さを設定した試験区を設け
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て実験的に求める方法である。例えば， Iwata et 

al. (2008， 2010)，岩田 (2011)は異なる土壌凍

結深条件における融雪水の土壌浸透量を試験観測

から求めて，土壌凍結深が20cm以下に浅くなる

と，融雪水は土壌深部に速やかに浸透すること，

土壌凍結深が20cm~30cm を超えると融雪水の土

壌浸透は抑制されることを明らかにした。この場

合，融雪水の土壌浸透の観点、では土壌凍結深の

Critical depth (闘値深さ)は20cm前後となる。

このCriticaldepth (闇値深さ)は野良イモ防

除でも重要である。すなわち，土壌凍結深が何

cm以上になると野良イモは凍死するのかを明ら

かにすることである。これを求める方法としては

前者と同様に異なる土壌条件下における試験や畑

での観測から野良イモ凍死条件を求めても良い。

あるいは制御の目標となる温度闘値を設定する方

法もある。例えば，野良イモ(収穫後に畑に残っ

た小イモが翌年雑草化する現象)を凍結腐敗させ

る場合の凍死温度は， -30C程度であることが知

られている(例えば， Li et al. 1981; Boydston 

et al. 2006 ; Hirota et a1.2011)。このような，

温度闇値を決めることで，これに地温の深さ分布

から，目標とする温度闘値に到達している深度で

ある闘値深さを示すことができる(図 1)。つま

り，科学的に闘値温度を設定して，閏場におけ

る地温分布と組み合わせることで，科学的に得ら

れた闇値温度の知見は園場に関する闘値深さの情

報を与えることになる。例えば，野良イモ凍死に

ついては，凍死温度と地温の深さ別分布が与えら

れることで，地中のどの深さまで野良イモが凍死

しているかという情報が得られる。図 1の例では
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図 1 温度閥値から悶値深さへの設定例

野良イモ凍死を例とした場合(コナフブキ)地温はー冬の最低
地温。野良イモ凍死深さ(闇値深さ)は野良イモ凍死温度(こ
こでは， -30C)の最も深い箇所。
最大土壌凍結深は地温ooC以下の最も深い箇所。

深さ別の地温分布と-30Cのラインが交差すると

ころが深さ 18cmとなる。つまり，闘値深さは18

cmであり，言い換えると，野良イモが防除でき

る最大凍死深さは18cmまでと判断できる。

あるいは，闘値深さと土壌凍結深も密接な関係

があるので，野良イモ凍死温度→闘値深さ(野良

イモ凍死深さ)→土壌凍結深の関係を求めること

でも良い。除雪して土壌が露出している条件下で

イモが深さ 15cmにあれば(すなわち野良イモ凍

死深さを深さ 15cmまで必要とする設定)，日平均

地温は-30Cとなる時の土壌凍結深は30cm，イ

モが深さ 20cmにあればその深さが-30Cになる

ときの土壌凍結深は40cm前後必要となることが，

与えられた気象と土壌条件下において，地温・土

壌凍結深推定モデルの数値計算(例えば， Hirota 

et a1.2002) から理論的に導くことができる

CHirota et al. 2011)。このように闘値深さを温

度闘値から決めることができれば，必ずしも異な

る凍結深の試験区を設定して圃場で実験的に求め

る必要はなくなり，温度条件から論理的にパラメー
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タを決めることができる。このような手法によっ

て，野良イモ凍死条件以外でも土壌凍結とある要

素の関係について温度から実験的に求めることが

できれば，この種の闘値深さの同定作業はより，

容易になることも期待できる。

3.断熱作用のある積雪を活用した凍結深制御

雪は優れた断熱作用がある(例えば， Strum， 

1997)。氷点下条件では雪に覆われた土壌は雪の

除去(除雪)により，土壌凍結は発達し，逆に深

さ20cm以上の積雪により土壌凍結の発達が抑制

される(例えば，土谷， 1985)。 したがって，氷

点下条件下では積雪深を操作することで土壌凍結

深を変化させることができる。さらに，気温と積

雪深を入力値とする地温・土壌凍結深を推定する

数値モデ、ル(例えば， Hirota et al. 2002)による

除雪と積雪の時期と期間の調節で，最大凍結深を

数cm以内の誤差で制御できる CHirotaet al. 

2011)。土壌露出期間の気温は， 日々の観測値で

はなく期間の平滑化値あるいはこの値に:t1 oCの

範囲の値を与えてもモデルは最大凍結深を数cm

以内の誤差で推定できることもわかった(図 2)。

これは地温や土壌凍結深の推定が時間積分を計算

しており，日々の変動がある程度平滑化した形で

計算しでも結果的に出力値に大きな違いを生じな

い性質があることにもよる。このことは，入力値

として，観測値のみならず気象庁等の数値予報モ
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図2 モデルを用いた土壌凍結深制御の検証結果

case 1 気温，積雪深の観測値を代入
case2， 3， 4 気温'除雪処理前は観測値， 除雪処理後は
平滑化された平均値 (case2)， case 2プラス 1'C (case 3 )， 
case 2マイナス 1'C (case 4 ) を代入. 除雪期間中の積雪深
は0.02m.除雪期間以外は観測値
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デルでの予測データ(一週間先までの気温や降水

などの予測値や 2週間先までの平均気温確率予報

値)を用いて， しかも日々の予測値はあまり正確

でなくても，数日間程度の平均値の予測値の精度

があれば数日から十数日先の凍結深を予測しなが

ら制御の可能性があることも示すものである。

そして， 1. の対象とする凍結深，温度，深さ

の闘値の情報と 2.の数値モデJレを用いた積雪深

の操作を組み合わせることで最適な土壌凍結を数

値計算で計算しながら最適な状態に制御できるこ

とになるので，これを土壌凍結深制御と呼ぶこと

にした。例えば， 闘値深さの土壌凍結深が30cm

であれば， この30cmを実現できるように与えら

れた気象条件と積雪深の操作によって数値モデル

で予測しながら制御することを実現可能とする。

野良イモ防除の場合，土壌凍結を深くすると，野

良イモ防除には好都合であるが， 一方で凍結を深

くさせすぎると融凍が遅れることで春先の農作業

に支障を来すことがある。このような場合では最

適な土壊凍結深を30cm-40cmの範囲内に設定し，

凍結深制御によ ってこれを実現する。

4.雪割りを活用することで大規模農地

にも適用できる土壌凍結深制御

現在，十勝地方では野良イ モ防除のために圃場

内除雪 (雪割り)を実施している。雪割りとは簡

単に述べると闘場内で雪を列条に作業機械でかき

分けて，土を露出して凍結を促進させる方法であ

る(図 3)。圃場を除雪幅単位でス トライプ状に

分割して，交互にタイミングをずらした前・後期

a) b) 

話広三!Q[zy'Qa~?!

，初側ぴ~稿、

岬， 学 ; 亡卒31 キ; 7-
，、，、作業機械による雪害IJり作業

図3 胃劃りの模式図
雪割り作業の流れ b)雪害IJり終了後の畑

畑を全面凍らすには少なくとも雪割り作業が二度必要

の除雪を実施する。このトラクタ一等で除雪する

ことによって土壌露出部と断熱作用のある雪山部

を交互に列条にする作業は，結果的に凍結促進と

抑制を同時に実施していることになる。 しかも，

雪割りは短時間 C1回 1ha辺り 30分以内)で終

了する。すなわち，雪割りは土壊凍結深制御に適

した合理的作業体系であると言える。つまり，雪

割りの作業時期や土壌露出期聞を調節して実施す

ることで，土壌凍結深制御は大規模農地で実現す

ることになる。特に，後期の雪割り作業開始は後

半の土壌凍結促進開始ばかりでなく前期雪割り土

壌凍結促進の終了も意味しており，これを意識的

に作業実施することは凍結深を制御しているとみ

なせる。後期の雪割りの後で，再降雪がない場合

は，雪山を崩し土壌露出部分を雪で覆うことによっ

て(割戻し)，過剰な凍結促進を抑制する。

5.凍結深制御の適用条件の同定

土壌凍結深制御の適用条件は，与えられた気象

条件，温度関値あるいは闇値深さ(目標土嬢凍結

深)で決まる。野良イ モ防除の例では，凍死温度

が-3
0

Cとすると，深さ 10cmの野良イモの凍死

には，十勝地方芽室の平年の気象条件では最寒期

C 1月中下旬)で，土壌凍結深制御のための除雪

による土壌露出期間は10日を要する。 気象庁によ

る温暖化シナ リオでの21世紀末想定の気温(現在

の平均+3 OC) CKurihara et al. 2005)では， 13 

日間の土壌露出期間となる(表 1)。また，冬期

間，雪割りによって土壌凍結深30cmを実現する

ためには， 12-2月の平均気温が-5
0

C以下であ

表 1 土犠凍結深制御の適用条件算出例 (十勝地方芽室の
気象条件における野良イモ防除での対象とした場合)

気温の変化傾L1T.("C) 4 -3 。 3 5 

冬の平均気温COC) -12 -11 -8 5 -3 

気候温暖化シナ リオ 現在 2081-2100 

イモの埋設深古 (m) 土境露出期間(日)

0.05 。。9 11 12 

0.10 。2 10 13 22 

0.15 2 9 12 20 不可

野良イモ凍死温度は-3.C (日平均値)とし，土壌を露出させる

除雪は 1月中下旬
の最寒期に実施した場合。冬の平均気温は (12-2月の平均値)

気候漏暖化シナ リオは気象庁 (2005)の予測l値

-22-
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ることが望ましいことも明らかになる (Hirota

et al. 2011)。さらに， このような結果に基づき

後期の雪割り作業を具体的にいつまで実施すれば

良いか，具体的な雪割り作業スケジュールを決定

する雪割り晩限も計算することができる(矢崎等，

2012)。すなわち，土壌凍結深制御は与えられた

諸条件で適用条件も予め理論的に明らかにするこ

とができるのも特徴である。

6.おわりに

筆者は，雪割りの実施を初めて見たときに，こ

れまでの土壌凍結に関する筆者らが蓄積した科学

的知見と結びつけることで，土壌凍結深制御手法

を瞬時に着想した。これは，地温，土壌凍結深モ

デルを自らすでに開発していたこと，また，異な

る土壌凍結深における観測，例えば，積雪下の水

移動の観測の蓄積があったことが大きい。この手

法はまず，現場のニーズが高い野良イモ対策で応

用された。野良イモ対策への適用については，農

研機構北海道農業研究センター，道総研十勝農業

試験場，十勝農業協同組合連合会の共同研究によっ

て実施され，平成24年度に北海道試験成績会議に

提出した。詳しくはこれらの資料を参照されたい。

また，本手法は，凍結土壌中の水移動での例の

ように野良イモ対策にとどまらず氷点下条件の地

温・土壌凍結状態の影響を受ける土壌中の水・物

質移動 (e.g.，Iwataet al. 2010 ; Iwata et al. 

2013)，土壌の物理性の改善(例えば，白旗，2008)，

微生物活動や温室効果ガスの排出 (e.g.，Yanaiet 

al. 2011)，作物や雑草の生育等の農地生態系の

制御(例えば，酒井， 2003)への応用も展開でき

ると考えている。

これまで，大規模土地利用型農業では天気任せ

にするしかなく，人為的な環境制御は不可能とさ

れた。しかし，野良イモ対策をきっかけに実施さ

れた雪割り・土壌凍結深制御は，これまで不可能

とされた大規模農地での環境制御を実現可能とし

た。気候変動を契機として生まれた北海道発の新

しい技術である。
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なお，本研究は新たな農林水産政策を推進する

実用技術開発事業「土壌凍結深制御手法による野

良イモ対策技術の確立 (22079)J(2010-2012年

度)，農林水産省委託プロ，地球温暖化が農林水

産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発

「寒地畑作地帯における雑草化する野良イモ対策

技術の開発と実証 (41230)J (2008 -2009年度)，

環境省地球環境保全試験研究費， 1"温暖化条件下

の積雪・土壌凍結地帯の長期変動傾向の予測と農

業に及ぼす影響評価J(2005 -2007年度)，環境省

地球環境総合研究推進費「気候変動に対する寒地

農業環境の脆弱性評価と積雪・土壌凍結制御によ

る適応策の開発 (A-0807) J (2008-2010年度)の

予算を受けて実施した。また，本研究に係わった

多くの共同研究者，多くのご協力を頂いた十勝管

内の普及センター，農協，農家に記して感謝の意

を表する。
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