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津波により被災した岩手県沿岸部水田のECを指標とした

土壌塩類の溶脱に対する自然降雨と土壌理化学性の影響*

佐藤喬1.大友英嗣2.吉田宏3

キーワード東日本大震災，津波， EC，飽和透水係数，土

壌硬度

1 ，はじめに

2011年3月 11日に発生した東日本大震災(以降，震

災と呼称)は，太平洋岸の東北地域に未曾有の大被害をも

たらした.岩手県では，津波による海水により沿岸部の水

田603ha，畑 122ha，計725haの農地が被災した(岩手

県農林水産部， 2011). 

海水中のイオンは，一般的に塩素 (Cn，ナトリウム (Na+)， 

硫酸 (SU42-)，マグネシウム (Mg2+)，カルシウム (Ca2+)

の順に多いとされている(日本土壌肥料学会， 2011). 作

物は，これら成分の過剰蓄積により，いくつかのストレス

を受けることが知られている.すなわち，①塩化ナトリウ

ム (NaCl)を主体とした土壌塩類濃度の上昇により根の

吸水機能が低下する浸透圧ストレス，②ClーやNa+の過剰

吸収によって体内の代謝・同化機能が阻害される高濃度イ

オンストレス，③Na+による土壌構造の単粒化と透・排水

性の悪化による根の伸張抑制ストレス等が報告されている

(農林水産省農村振興局， 2011). 

岩手県では，震災発生直後から被災農地の速やかな復旧と

営農活動の再開に向け，除塩等の対策技術に関するマニュア

ルを作成・整理し現地での復旧活動を支援してきた.しか

し被災農地における塩類濃度の経時推移や，自然降雨およ

び土壌理化学性と塩類濃度との関係，塩類の移動方式(地下
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への縦浸透か，地表面排水か)等については，過去の津波発

生時における調査事例が少なく，震災発生時の現地対応は他

県の限られた実例に基づく対応を余儀なくされた.

このため，著者らは震災直後から，津波被災により当面

の作付けができない水田を対象に土壌モニタリング調査を

実施・解析したので，その結果を報告する.

2. 試験方法

1)調査地点と土壌の採取方法

土壌モニタリング地点は，岩手県沿岸部の陸前高田市7

地点，山田町2地点，岩泉町 1地点の計 10地点で調査し

た.なお，表 Hこ示す陸前高田市5地点および岩泉町を

含む6地点で、断面調査を実施した.土壌の採取は，津波被

災から 24日後の 2011年4月4日以降， 4月 20日， 5月4

日， 5月20日， 6月3日， 7月 1日， 7月29日， 8月 31日，

11月 18，および2012年4月 12日， 5月 11日の計 11

回行った.土壌の採取層位は，海底泥土・細砂が堆積した

堆積層，被災前の作士層に相当する I 層(堆積層下 0~20

cm)，作土次層に相当する H層(堆積層下 20~40cm)

の計3層位で，土壌は 1地点あたり 3連で採取し混合し

て1点とした.

2)土壌分析および調査項目

津波被災後に，作物の生育に障害が発生し除塩等の実施

が必要となる土壌塩類濃度の評価指標は，一般的に土壌

Cl 濃度を用いるが，その場合，イオンクロマトグラフィ一

等で測定するのが公定法である(土壌環境分析法， 1997). 

しかし土壌Cl濃度と相闘が高く現地での測定が比較的

容易である電気伝導度 (EC)をその簡易指標として代用

することは，既に被災地で採用されている(農林水産省

農村振興局， 2011). また，徳島県 (2013)は将来の南海

トラフ地震対策としての営農再開マニュアルで，熊本県

(1999)は台風 18号による塩害発生水田の実態調査の中

で，いづれも土壌Clーの簡易評価として ECを採用してい

る.このため，本調査での土壌の塩類濃度の評価は，堆積

層， 1層およびE層の EC(風乾土 1:水5) の経時変化

を常法により測定することで行い(日本土壌協会， 2001)， 

積算降水量との関係を検討した.積算降水量は，気象庁の

気象観測データ検索から得た(気象庁 HP).

土壌硬度は，土壌採取位置の近傍で，貫入式土壌硬度計

(大起理化製DIK5520)を用いて堆積層下(旧作土の表面)

から 2.5cm間隔で1地点3連で測定しその平均値を求
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めた.また，土壌硬度と ECの増減(後述)と の関係を検

討するため， 深さ 15cmと30cmの土壌硬度を測定した.

2011年 12月に陸前高田市 の 5地点で土壌断面調査を常

法により行い， 1層では深さ 15cm， 11層では深さ 30cm

の位置の飽和透水係数や土性を調査した (日本土壌協会，

2001 ;日本ペ ドロジ一学会 1997).土性は，粘性区分(強

粘質，粘質，壌質，砂質;農林水産省農蚕園芸局， 1983) 

や粘土含量の分布区分(日本ペドロジー学会，1997)に読

み替えて検討した.

なお，本土壌モニタリング調査は岩泉町の 1地点でも実

施 し，礁層が出現する堆積層下 15cmまでの層位で土壌

を採取し，飽和透水係数，土壌硬度，土性を調査 した.

震災発生年の被災水田では，水稲苗の移植晩限である 5

月下旬~6 月上旬までに，堆積層の作土混和とその後の湛

水除塩 (或いは代かき除塩)を行って営農を再開した事例

がある. しかし パイプラインや用水路の損壊によって水

を確保できず当該年の作付けが不能となった多くの水田で、

は，次年度作に向けた準備として，堆積層の除去と客土等

による農地再生を国の復旧事業等を活用 して実施した. こ

のため，本報告では，震災から一定期間経過した後に堆積

層を除去する こと を想定し，その時に実質の作土層となる

I層を主な検討の対象とした.

3)土壌塩類の溶脱の程度の評価

土壌塩類の溶脱 の程度 (速さ)の評価は， 2011年 4月

4日から積算降水量で約 1000mmが経過した 11月 1日

までの I層の ECの変化量を用いて行った(以下， ECの

増減). これが正数字をとる場合は津波被災以降ECが上

昇 (塩類が蓄積)したことを，負数字は ECが低下(塩類

が溶脱)した こと を示し， 土壌の飽和透水係数や土壌硬度

との関係を解析して津波被災後の塩類の移動方式や溶脱に

対する土壌理化学性の影響について検討した.

3 結果および考察

1) 自然、降雨による ECの推移とその類型化

津波被災から24日後の 4月 4日時点で，堆積層や I層

のECの平均値 (9地点)はいずれも岩手県の除塩基準(作

物栽培を行うために除塩が必要と判断される EC値)であ

る60mSm-1を顕著に上回っていた(図 1).その後，堆積

層の ECは急激に低下 し積算降水量480mm(7月 29日)

で 60mSm-1を下回った. 1層は，積算降水量 300mm(6 

月 3日)までは横ばいで推移したが，それ以降は徐々に低

下 し， 1020mm (11月 1日)で 60mSm-1を下回 った.

E層の ECは，期間を通じて 60mSm-1より低い値をとっ

たが，積算降水量 300mm(6月 3日) まではやや上昇す

る傾向が見られ，それ以降は徐々に低下 した.

I層の ECの推移は，上述のように平均値で、は積算降水

量が 1020mm(11月 1日)で 60mSm-1を下回ったが，
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図1 層位別土壌ECの推移と積算降水量の関係 (9地点平均)

積算降水量 .陸前高田市と山田町のアメダス平均値(震災直

後の欠測値は近隣市町データを代用)

・・・・・・・・ 線:岩手県除塩基準 (60mSm-1)
※積算降水量(横軸)は以下の調査日に対応 2011/4/4，

4/20. 5/4， 5/20， 6/3， 711， 7/29， 8/31， 1111 

表 l 調査地点の土性と粘性区分および粘土，砂の含量区分

調査地点 調査した深さ 調査地点 No 土性 粘性区分 1)
含量区分 (重量%)2) 

粘土 砂

1 CL 粘質

I層
2 CL 粘質

陸前高田市 3 CL 粘質
15 ~ 25 30 ~ 65 

(旧作土層，
堆積層下 15cm) 4 CL 粘質

5 SL 壌質 65 ~ 85 
岩泉町

o ~ 15 
SiL 壌質 o ~ 55 

1 CL 粘質 30 ~ 65 

E層 2 SCL 粘質 55 ~ 85 
陸前高田市 (旧作土次層， 3 CL 粘質

15 ~ 25 

堆積層下 30cm) 4 CL 粘質
30 ~ 65 

5 SL 壌質 o ~ 15 65 ~ 85 
出典 1)地力保全基本調査総合成績書 (1)

2)土壌調査ハンドブック(改訂版)
土壌統 (3次案) 調査地点 NO.1 細粒質普通灰色台地土粘質

NO.2 中粒質還元型グライ低地土
No，3・4細粒質泥炭質グライ低地土腐植質
No，5 中粒質普通褐色低地土
岩泉 磯質灰色化低地水田土壌質
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推移パターンを地点ごとに個別に検討した結果，図 2のよ

うに3つのパターンに類型化された.すなわち，津波被

災直後から ECが急激に低下し積算降水量480mm(7月

29日)で60mSm-1を下回るパターン(以下，急低下型)， 

上昇と低下を繰り返した後に徐々に低下し 1020mm(11 

月1日)で60mSm-1を下回るパターン(以下，緩低下型)， 

津波被災以降ECはむしろ上昇し 530mm (8月31日)

経過で低下に転じるパターン(以下，上昇型)， とに分類

された.特に，上昇型は，震災から 1年 1ヶ月 (2012年

4月 12日，積算降水量で 1350mm)経過した後でも 60
mSm-1を下回らず，依然高い値 (110mSm-1) をとって

いたことが注目された.

これらより，津波被災直後の ECは，堆積層や I層では

急激に高まるものの， 自然降雨によって堆積層では急激に

低下することが確認された.また I層では急低下型のよ

うに急激に，或いは緩低下型のように緩慢な推移を示しな

がらも低下し，それら 2つのパターンは約 1000mm経過

までに岩手県の除塩基準を下回ることが確認された.一方，

上昇型のように， 1350mmもの降雨があっても除塩基準

を下回らない地点があることも確認された.

2)塩類の溶脱と土壌理化学性との関係

(1)塩類の溶脱と飽和透水係数との関係

I層の ECの増減は，地点聞で 246~+85 mSm-1の

範囲の値をとり，津波被災以降ECが低下した地点と，逆

に上昇した地点が混在した.また，土壌の飽和透水係数

との聞で有意な負の相闘が認められ， 1層(堆積層下 15

cm)， II層(同 30cm)のいずれにおいても飽和透水係数

が大きいほど ECは低下し逆に，飽和透水係数が小さい

ほど ECの低下は緩慢ないしは上昇した(佐藤， 2015の

図4と重複により省略)• このことから，岩手県沿岸部水

田での自然降雨による ECの変化は，土壌の透水性の良否

の影響が大きく，津波被災によって蓄積した塩類は，降雨

水の縦浸透によって低下する(除塩される)と推定された.

(2)塩類の溶脱と土壌硬度との関係

I層の ECの増減は，土壌硬度との間でも有意な正の相闘

が認められ， 1層， II層のいずれの層位においても土壌硬度

が低いほど ECは低下し逆に土壌硬度が高いほど ECの
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cg 150 
~ 120 
() 

~ 90 
岳 60
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低下は緩慢ない しは上昇した(佐藤， 2015の図5と重複に

より省略)• これより， 1層の ECの増減，すなわち，津波

被災以降，一定期間の経過後における塩類の溶脱の程度(速

さ)は，飽和透水係数のみならず土壌硬度によっても影響

を受けることが確認された.そこで，前述した ECの推移

の3類型(パターン)ごとに各層位の土壌硬度を比較する

と， ECの低下がより早い急低下型の土壌硬度は低く，逆

に， ECの低下がより遅い上昇型の土壌硬度は高い値をとっ

た(佐藤，2015の図6と重複により省略)• この結果からも，

土壌硬度は塩類の溶脱に大きく関与すると推察された.

(3)塩類の溶脱と土性との関係

I層， II層における土性別の飽和透水係数は，いずれの

層位でも，壌質土壌の飽和透水係数がより粘土含量が高い

粘質土壌に比べて高い傾向が認められた(佐藤， 2015の

図7と重複により省略). 

米野ら (1984)は， 1979年から実施された土壌環境

基礎調査の結果報告で，土性による粘性区分(強粘質，粘質，

壌質，砂質)では，壌質土壌よりも粘土含量がより高い粘

質土壌で飽和透水係数は低下すると報告しこのことは本

調査結果と一致した.また，亀和田ら (1986)は，同じ

調査の結果報告のなかで，灰色低地土では土壌の粘土含量

が高いほど飽和透水係数は低下すると報告した.さらに，

1959年から1978年まで実施された地力保全基本調査(農

林水産省農蚕園芸局， 1983)では，水田の湛水透水性の

良否を，土性による粘性区分と土壌硬度の高低から評価し

ており，土壌の粘土含量が高い(粘性区分がより上位であ

る)ほど土壌硬度は高いとしている.また，松尾 (1964)
は，土性や土壌の透水性の良否を示す指標として，土壌硬

度が有効であることを報告している.

本調査では，土壌硬度がより高い地点ほど塩類の溶脱は

緩慢で，また，粘土含量がより高い粘性区分で、飽和透水係

数は低い結果となった.一方，地力保全基本調査では粘土

が多いほど土壌も硬いとしていることから，土壌の透水性，

つまり，津波被災後の塩類の溶脱の程度は，土壌の粘土含

量(粘性区分)によって律速され 粘土含量が高いほど土

壌硬度は高く， この場合，土壌硬度は塩類の溶脱の程度を

評価する指標になり得る可能性があると推察された.

22 46120170 300 400 480530 1020 1350 1700 

震災発生日からの積算降水量(mm)

図 2 EC推移の 3類型ごとの EC値(平均値，陸前高田市および山田町の9地点，1層)

・・・・・・・・線:岩手県除塩基準 (60mSm-1
) ※緩低下型は2012年春の表土除去によりデータなし

※積算降水量(横軸)は以下の調査日 に対応 :2011/4/4， 4/20， 5/4， 5/20， 6/3， 7/1， 7/29， 

8/31， 11/1， 2012/4/12， 5/11 
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しかし亀和田ら (1986) は，土壌の砂含量が高い場

合には土壌硬度は高く，その場合，飽和透水係数も高い

と報告し，米野ら (1984) は，土壌の粗砂(粒径 O.2~2

mm)の含有率が高いほど気相率や pF1.5気相率は有意に

高まると報告している.本試験でも，砂の含量区分が 65

~85%と粘土よりも極端に高い壌質土壌(表 1，地点 No.

5)や作土直下に疎層が出現する土壌(表1，岩泉)では，

土壌硬度が高くても飽和透水係数が高い傾向が認められた

(データ省略). 

よって，今後は，塩類の溶脱の程度が粘土含量によって律

速される場合の諸条件や，土壌硬度の指標化が可能となる前

提条件等について，粘土や、ンルト，砂の各分析による含量や

そのバランスとの関係で解析し多面的に整理したい.

3)土壌硬度を指標とした塩類の溶脱の程度の推定に向けて

岩手県の被災水田では，その多くが震災発生年での作付

けを断念した.しかし作付けの可能性があると判断さ

れた水田では，パイプラインや用水路等の補修による復旧

まで、の聞に多大な数に上る水田について ECの実測が行わ

れ， 自然降雨によって除塩基準にまで低下したか否かの確

認を行ってから，当該年の作付けの可否を判断した.また，

それに費やした人的な労力も膨大で、あった.このため，現

地からは，各時期ごとの塩類の溶脱量や蓄積量，或いはそ

の推移パターンについて 実測した EC値で把握する代わ

りに， より簡便な方法で推定可能な目安や基準，或いはモ

デルとしての提示を求められた.また，実際の除塩に際し

ての弾丸暗渠や心土破砕の要否について，士性や土壌硬度

を判断指標とすることの可否についても求められた.

本調査で測定した土壌硬度は， 1層の ECの増減との間

で有意な相闘が確認され，また， EC推移の 3類型間でも

各層位で異なる値となる傾向を示した.一方，現地指導機

関には，本調査で用いた土壌硬度計が既に配備されており，

農業改良普及員等による計測は比較的容易である.

これにより，今後は，被災水田における土壌塩類の溶脱

の程度の推定を，土壌硬度計を活用し，また，耕盤・心土

破砕の要否との関連も含めながら検討して，将来の津波被

災に向けた対策技術として策定したい.

4. まとめ

東日本大震災直後から，津波により被災した岩手県沿岸

部の無作付け水田を対象に土壌モニタリング調査を実施

し， 自然降雨による土壌塩類の溶脱とそれに対する土壌理

化学性の影響を，土壌ECを指標として調査した.

海底泥土や細砂が堆積した堆積層の ECは積算降水量

480mmで岩手県の除塩基準 (60mSm-1
) を下回った.

I層の ECの推移は3パターンに類型化され，急低下型は

480mmで，緩低下型は 1020mmでECは除塩基準を下

回った.一方，被災直後から 530mmまで上昇しその後

に低下に転じた上昇型は， 1350mmの経過でも ECは除

塩基準を下回らなかった. この各3類型の層位ごとの土壌

硬度は，後者ほど高かった.

土壌塩類の溶脱の程度は，飽和透水係数の高低の影響を

直接受け，粘土含量がより高い土性区分ほど，かつ，土壌

硬度がより高いほど緩慢であった.このため，土壌塩類の

溶脱が粘土含量によって律速される場合は，その溶脱の程

度の推定に土壌硬度が一つの指標になり得る可能性がある

と推察した. しかし，砂含量が極端に高い場合や疎層が出

現する土壌ではこの関係が当てはまらない可能性もあるた

め，今後は粘土や、ンルト，砂の各分析による多面的な解析

と整理が必要である.
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