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地表排水性が著しく劣る水田の田面起伏特性とその改良策
一地表排水に関するコンピュータ・シミュレーション結果の分散性からー

Characteristic Trend in Surface Undulations of Paddy Fields with Remarkably Poor Surface Drainage 

-A Consideration from the Distribution of the ResuIts of Computer Simulations of Their Surface Drainage・
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(*農業・食品産業技術総合研究機構 料茨城大学農学部)

( *National Agriculture and Food Research Or伊也ation 紳 Collegeof Agriculture， Ibaraki University ) 

I はじめに

水田の整備・管理に際し，留意すべき点のひとつが，

地表排水性(排水速度の上昇と排水終了後の残留水量の

減少の両者を，本報ではこう呼ぶ)の向上である。その

主な目的は収穫作業時における機械走行性の確保である。

近年では水田の大区画化に伴い，地表排水性はますます

重要になってきている。

過去，地表排水については，田面起伏1)，緩傾斜2)な

どに関する現地実証が多数行われてきた。一方，コンピ

ュータ上に設定した水田(以下，模擬水田)に対する地

表排水シミュレーション3)4)5)6)制も，各種項目の影響や

排水改良策の効果について定量的に評価できることから，

この件に関する有効な検討手段のひとつだ、と考えられる。

こうした中，鈴木・牧山8)は，異なる起伏を有する多

数の模擬水田に対する地表排水シミュレーションを行い，

その結果のうち地表排水速度に関する分布を示した上で，

排水速度が著しく劣る水田が少数だが確かに存在してい

る旨を指摘している。ただしその理由については「ある

特徴的な回面起伏の傾向によって流れが大きく胆害さ

れ」たためだとしつつも，その具体については「次報へ

の課題Jとして詳細には述べていない。もしもこの記述

のとおり，回面起伏のとある傾向が地表排水性を著しく

悪化させるのであれば，その傾向の把握および改良策の

検討は，特に地表排水に関する危機管理の観点から有用

である。

以上を背景に，本稿では複数の模擬水田に対して地表

排水シミュレーションを行い，それらの結果から地表排

水性が著しく劣る水田の存在について確認した上で，そ

の要因を把握すること，ならびにその排水改良策につい

て検討することを目的とする。

11 研究の方法

1 シミュレーションモデルの概要とパラメータ

本報では以下の2種類のモデルを使用する。

第一に模擬水田の回面起伏を，丸山3)，内田ら9)を参

考に設定する。これは水田を格子状に分割した上で，個

々の格子の標高を，①隣接する格子の標高を自己相関係

数を考慮しながら引き継ぎ，②均平精度を意味する標準

偏差に正規乱数を乗じた値を白色雑音として加える，と

いう手順で算出するものである。このアルゴリズムで作

成した模擬水田の標高が現実から君離していないことは

丸山3) 内田ら9)が示している。本報で、は水尻のすぐ隣

の格子の標高(必ず負の値をとるように設定)を初期値

とした。正規乱数を用いるため，作成したすべての模擬

水田において起伏の傾向は異なり，それゆえに地表排水

性もすべてで異なる。

第二に，任意の時間における各格子の水深については，

岩淵ら5)のモデルを利用する。これは浅海域の流れに関

する水理計算10)を回面水の挙動に適用したものであり，

任意の格子に位置する水が，その周辺の格子のうち最も

低い水位の格子を選択しながら移動する過程について表

現したものである。このモデ、ノレより，各格子における水

深の経時変化，ひいては田面全体における残留水の位置

および量の経時変化を把握できる。

表 1 本研究におけるシミュレーション時のパラメータ

Table 1 Parameters of the simulations in this study 

項目 値

短辺50m，長辺100mの長方形
水田の形状

(面積0.5ha) 

均平精度 (J = 1.36 cm 
模擬水田

格子の大きさ 0.5 m X 0.5 m 
の発生

自己相関係数 短辺方向 0ム長辺方向 0.853)

水尻(起伏発生の lカ所，短辺端から5m

起点)の数と位置 (標高は負の値)

粗度係数 n = 0.035)8) 
各格子の

初期溢水深 50mm 
水深変化

計算時間間隔 0.5秒おき
の計算

計算終了時間 排水開始から24時間
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シミュレーション時のパラメータは表 1のように設定 50 

した。このうち自己相関係数は，やや古い文献値3)であ

るが，農作業機械が主に長辺方向に沿って走行すること 1 40 
×排水終了時(経過時間=∞)の平均残留水深心

から，その方向に高い値が設定されている。そのため本

報における模擬水田の起伏の連続性は長辺方向に卓越す

る。均平精度は，園場整備基準11)である平均値::1::3.5cm 

を適用する。それぞれの格子の標高が正規分布し，::1::

3.5 cmが99%信頼区間(::1::2.580-)であると考え12)，標

準偏差。を1.36cmとした。また，流れの計算の際に用

いる粗度係数nは，既報5)8)を参考に0.03とし，さらに水

尻には鈴木・牧山 8)と同様に，直径10cmの管を鉛直下

向きに設置した。これらは排水速度を大きく左右するが，

モデ、ル同士の比較には影響しない。なお，降下浸透や畦

畔浸透は考慮しないこととした。

以上のもとで， 100回のシミュレーションを行う。す

なわち， 100通りの起伏の傾向が具なる模擬水田を設定し，

それぞれに初期湛水深を与えた上で地表排水を行う。

2 模擬水田に設定する地表排水性の改良策

現場レベノレで実施可能な地表排水改良として，本報で

は模擬水田に対して以下の3種の設定を追加する。

①水尻の増設。模擬水田に当初から設置されていた水尻

(短辺端から5m) に加え，短辺端から25mのところ

にもう lつの水尻を設置する。

②表土の移動による均平整地(以下，運土による整地)。

代かき時に水尻近傍を念入りに整地する注1)ことを想定

し，以下のような運土を行う。 i)水尻側から見て短辺

方向10mX長辺方向30mの範囲内にある，標高が平均

標高(土ocm) より高い格子を，平均標高からの差の

9割だけ削り取る。 ii)削り取った分を，同じく水尻か

ら30mX30 mの範囲内にある平均標高より低い格子に

対し，それらの標高が均一になるように割り振る。

なお，運土については営農上の問題点注2)も指摘され

ているが，それを踏まえた上での適用である。

③田面排水小溝(以下，明渠)の設置。潰れ地(田面を

掘り下げたために，イネが育たなくなる箇所)の面積

を増やしすぎないように配慮し，本報では排水路側の

短辺の畦際に，長さは短辺長と等しい50mとし，幅

50 cm，深さ5cmの明渠を1本のみ設置する。

3 評価の方法と本報の構成

シミュレーション結果は，主として回面全体の残留水

量の総和を面積で除した，単位面積あたりの平均残留水

深(以下，平均残留水深，単位はmm) の経時変化をグ

ラフによって表す。このグラフの傾きを見ることにより，

任意の時間における当該模擬水田の地表排水速度を把握
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図1シミュレーション結果(平均残留水深の経時変化)の一例

Fig.l An example of results of the simulations 

することができる。さらに場合によっては，ある時間に

おける残留水深の面的分布について，等水深線で示す。

前者のグラフについて，その一例を図 1に示す。初期

湛水深 (50mm) から，排水開始当初には急速に排水が

進み，その後は排水速度が徐々に低下する。今回のシミ

ュレーションでは，ほとんどの模擬水田において平均残

留水深がこれと同様に推移した。すなわち平均残留水深

は，①4，...__6時間程度， 10，...__20 mm程度で、その低下速度は

緩やかになり，②16時間経過までには10mm程度以下ま

で低下し，③24時間経過の時点までにその低下はほぼ見

られなくなる(地表排水が概ね終了する)削，という

傾向を示した(詳細は後述)。

このことを考慮し，本報では100通りの模擬水田にお

ける地表排水性の差異を評価する項目として，以下の2

点を設定する。①排水速度を評価するものとして，平均

残留水深が10mmまで低下する時間に注目する。②地表

排水が概ね終了した時点における残留水量を評価するも

のとして， 24時間時点における平均残留水深に注目する。

本報では，第一に100通りの模擬水田における平均残

留水深の経時変化の分布について精査する。加えて排水

速度および地表排水が概ね終了した時点における残留水

量との関係を検討する(I1I章 1節)。続いて地表排水性

が著しく劣る模擬水田を具体的に指摘し，要因検討とし

てその起伏の傾向を確認する(同 2節)。そしてそれら

に対し，現場レベルで、実施可能な排水改良を追加で設定

した際の効果について検討する(同 3節)。

皿結果と考察

1 平均残留水深と排水速度の分散と相互関係

100通りの模擬水田における平均残留水深の経時変化

を図 2-afこ，それを箱ひげ図に整理したものを図 2・bに

示す。なお，通常の箱ひげ図は，最小値一第1四分位値
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図2-a 平均残留水深の変化に関する分布 (n= 100) 
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Fig.2-b Boxplot on Fig.2-a 

中央値 第3四分位値一最大値，を示すが，ここでは

外れ値を明確にするために5%値と95%値を加えた。

図2・bより，排水開始から2時間程度までは，潜水深

がまだ大きく，排水が図面の凹凸の影響を受けないため，

平均残留水深の変化は概ね一様で、ある。その後，湛水が

少なくなり，相対的に標高が高い格子(凸部)が水面上

に露出するにつれて，それらが水の流れに影響し始める。

その結果，最小値から中央値付近は狭い範囲に集中する

のに対し，第3四分位値以上は大きく分散する。後者は

概して平均残留水深の変化が緩やかになるのが早く，中

には4~6時間程度で排水速度が大幅に低下するものも見

られる。そうした排水速度の差は，排水開始から時聞が

経過するにつれて顕著になる。

次に，それぞれの模擬水田 (n= 100) について，平

均残留水深が10mmになるまでの時間と， 24時間時点に

おける平均残留水深との関係を，散布図として表す

(図 3)。これによると， 24時間を経過しでも平均残留

水深が10mmlこ到達しない模擬水田が3通り見られ(そ
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24時間時点、の平均残留水深 (mm)

× 排水開始から24時間で平均残留水深が10mm以下

になった模擬水田 (n= 97) 

+ xに該当しない模擬水田 (n= 3) 

図3 それぞれの模擬水田 (n= 100) における平均

残留水深が10mmlこなるまでの時間と24時間時点

の平均残留水深との関係

Fig.3 Correlation between the time until average of remaining 

water depth reaches 10 mm and average of remaining water 

depth at the time of 24 hours in each simulated paddy fields 24 

れらは24時間時点における残留水量も際だ、って多し、)， 

次いで10mmlこ到達するのに18時間以上を要し， 24時間

時点における平均残留水深が9mm以上の模擬水田が2通

り見られる。特に前の3事例については，地表排水性が

著しく劣ると捉えることが可能である。そこで次節以降

ではこの3事例について重点的に見ていくことにする。

ここで，この3つの事例を除いた97通りの模擬水田に

ついて，平均残留水深10mmまでの時間と， 24時間時点

の平均残留水深との関係について相関分析したところ，

相関係数r= 0.86と，高い正の相関が見られた。すなわ

ち，一方(たとえば平均残留水深)に対する排水改良を

行えば，もう一方(たとえば排水に要する時間)も改良

される傾向が高いと考えられる。

このことを踏まえ，以下では，平均残留水深の減少に

特に注目して検討することにする。

2 地表排水性が著しく劣る模擬水田の状況と要因

( 1 )地表排水性が著しく劣る模擬水田の地表排水速度

図3で地表排水性が著しく劣る3事例は， 24時間時点

の平均残留水深がそれぞれ11.4mm， 10.7 mm， 10.3 mm  

であった。以下，この値が多い順に，模擬水田100，同99，
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図4 地表排水性が著しく劣る模擬水田 (n= 3) におけ

る平均残留水深の経時変化

Fig.4 The relation between the恒neand remaining water depth of 

paddy fields with remarkably poor surface drainage 
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同98と呼ぶことにする。

これら3事例の平均残留水深の経時変化を図 2-b (た

だし3事例の特徴を詳細に表すために，縦軸を対数回盛

とした)に重ね合わせる形で図 4に示す。この図から，

いずれの模擬水田についても，排水開始から4時間の時

点で既に排水が劣る倶Ijに位置づけ られる こと，模擬水閏

100，同99は8時間，同98は12時間の時点で，それぞれ残

留水深が95%値よりも明らかに多いこと，そして24時間

時点における95%値 (8.3mm) との差はさらに拡大し

ていること，が見て取れる。

前述のとおり，排水開始当初には排水速度に大差が生

じない。この3事例でそれ以降の排水速度の低下が著し

いのは，排水に強く影響する箇所に凸部が存在し，それ

が水の流れを阻害しているためではなし、かと推察される。

100m 

。
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(cm) 

露出。
0.5 
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息 水尻

等高線 4時間時点の等水深線 24時間時点の等水深線

図 5-a 模擬水田50の等高線および等水深線(排水開始から4時間， 24時間)

Fig.5-a Conto町 plotand depth chart (at出etime of 4 and 24 hours合omstarting surface drainage) of simulated paddy field NO.50 
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図5-b 模擬水田99の等高線および等水深線(排水開始から4時間， 24時間)
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Fig.5-b Contour plot and depth chart (at the time of 4 and 24 hours from starting surface drainage) of simulated paddy field NO.99 
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( 2 )模擬水田99の地表排水性と

その要因

この3通りの模擬水田のうち，

まずは模擬水田99を例に詳細な検

討を試みる。その際，比較対象と

して， 100通りの模擬水田のうち

地表排水性が中央値付近に相当す

る， 24時間経過時点における平均

残留水深が50番目の模擬水田(以

下，模擬水田50) にも注目する。

図 5-a，図 5-bに，模擬水田50，

模擬水田99の等高線および等水深

線(排水開始から4時間， 24日寺閉

経過時点)をそれぞれ示す。

OOm 

標高

(cm) 

2.0 

0.5 

-0.5 

-2.0 

... 水尻

先に模擬水田50について見る。 模擬水田 1∞ 模擬水田 98

図6 模擬水田100および模擬水田98の等高線

図の右側および中央付近の排水路

側に凹部があるが，そこの湛水が

排水されずに残留している。そ こ
Fig.6 Contour plot of simulated paddy fields No.100 and No.98 

から水尻に向けての水の流れが周辺の凸部に阻害された

のが，湛水が残留している理由である。

それに対し，模擬水田99には，第一に水尻近傍を覆う

ような形で凸部が存在していることが特徴として見て取

れる。事実，排水開始から4時間の時点で，既に水尻付

近から短辺方向 10m X長辺方向30mの範囲の田面が露

出している。 24時間時点でも多くの湛水が残っているの

は，その必ずしも広くない範囲の凸部によって，その上

流側からの水の流れが阻害されたためである。

( 3 )模擬水田 100.同98における地表排水性悪化の要因

模擬水田 100，同98についても同様の検討を行った。紙

幅の都合上，等水深線による地表排水過程の表示は割愛

するが，両者の等高線(図 6)を見ると，模擬水田 100

は水尻側の短辺方向30mX長辺方向40mの範囲に凸部

が存在し，これにより流れが阻害されていた。一方の模

擬水田98は10mX20 mと狭い範囲に凸部があり，それが

水尻を覆う形で位置し，排水を阻害していた。

このように，模擬水田100. 同99，同98のいずれにおい

ても，局所的な凸部の存在が地表排水性の悪化に大きな

影響を与えていた。なお，こうした局所的な凸部は，均

平精度という田面全体の起伏の大小を表す数値には表れ

ない点にも注意が必要である。

3 地表排水性が著しく劣る模擬水田への排水改良

以上で見てきた3事例に対し，①水尻の増設，②運土

による整地，③明渠の設置，のそれぞれを追加で設定し

た上で，改めて地表排水シミュレーションを行った。

先に模擬水田99について詳細に見る。その平均残留水
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図7 模擬水田99に対する排水改良の効果

24 

Fig.7 E的 ctsof dranage improvements on simulated paddy field No.99 

深の変化を図 7に. 24時間時点における等水深線を図 8

に示す。これらから以下のことがわかる。

まず，①水尻の増設により，模擬水田99で、は地表排水

開始当初の排水速度が上昇した。これは水尻(直径10cm 

の管であるため，短時間で排出できる水量には限界があ

る)からの排水が複数行われたためである。その後，約

16時間で平均残留水深が10mm(こ到達し， 24日寺間時点の

平均残留水深は8.8mm  (追加設定前(以下，初期状

態)の18%減)となった。後述する運土による整地およ

び明渠に比べて排水改良効果が小さいが，これは図 8の

とおり，初期状態に地表排水性を悪化させていた主因で

ある，水尻近傍の凸部によって流れが阻害されていたこ
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表 2 排水性が著しく劣る水田に対する排水改良の効果

Table 2 Effects of世anageimprovements on simulated paddy fields witb 

remarkably poor surface drainage 

減)となった。図 5ゐと図 8とを比較すると，

標高が特に低く，なおかつ水尻から遠い箇所

に残留水が見られるものの，その他の箇所は

初期状態 水尻の増設 運土による整地 明渠の設置 図 5-aの模擬水田50と遜色ないかそれ以上に

排水されている。これは起伏の連続性に基づ

き長辺方向に形成される傾向にある流路のう

ち，特に水尻から遠い位置を流れてきた水を，

凸部に阻害されることなく水尻に導けるため

である。

A B A B A B A B 

11.4 6.3 6.2 10.5 : 7.1 6.0 : 5.1 
模擬水岡山

〔一) ; [215) [98);[117) [167)・[134) [95)・[96)

- : 10.7 16.2 : 8.8 9.0 : 5.9 5.2 : 4.3 
模擬水田99

[ -) : [202) [257) : [166) [143) : [111) [83) : [81) 

- : 10.3 10.7 : 7.2 6.8 : 4.7 5.5 : 5.0 
模擬水田98

〔ー) : [194) [170) : [136) [108) : [89) [87) : [94) このような排水改良の効果について，模擬

水田 100，同98に対するシミュレーション結果

を含めて表 2にまとめる。 )1慎に見ていくと，

①水尻の増設は効果が3事例で大きく異なる

が，これは当初からの水尻近傍の凸部によっ

(参考) 6.3 : 5.3 

模擬水田50 [100) : [100) 

凡例 A:平均残留水深10mmまでの時間 (h)，B: 24時間時点の平均

残留水深 (mm)，[ ):模擬水田50の値を100としたときの指数

とが，水尻の増設ではほとんど改善されなかったからで

ある。

②運土による整地については，模擬水田99の平均残留

水深は約9時間で10mmlこ達し， 24時間時点では5.9mm 

(同45%減)となった。ただし，整地した範囲内にあっ

た凹部の標高が高くなり ，それゆえに水位がその標高ま

でしか低下しなくなったことから，それより上流側の格

子にある水が水尻側に向けての移動を選択しづらくなり，

結果として排水されずに残留する可能性がある(図 8の

水尻側から見て短辺方向1O~20 mの箇所で、それが生じて

いる)ことには留意する必要がある。

そして③明渠の設置については，平均残留水深は約5

時間で10mmに達し， 24時間時点では4.3mm  (同60%
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て流れが阻害された凹部の位置が関係し，増

設した水尻からの排水がされやすいか否かの違いによる

ものである。②運土による整地については，より広い範

囲の凸部が排水を阻害している模擬水田 100で‘は， 10 m 

X30 mの凸部を整地した程度ではあまり効果が見られな

かった。そして③明渠の設置については，模擬水田99と

同様に模擬水田 100，同98で、も，今回設定した3種の排水

改良のうち最良の結果を得た。

以上の結果を踏まえると，潰れ地が生じることは決し

て軽視できないものの，排水改良効果，ならびに労力的

な負担が遥土による整地に比べて小さいと考えられるこ

とから，本報で対象にした地表排水性が著しく劣る模擬

水田に対しては，明渠の設置が相対的に好適な排水改良

策であると結論づけられる。



IV おわりに

本報では，現実を逸脱しないような起伏の傾向を有す

る模擬水田を対象とした地表排水シミュレーションの結

果から，①地表排水性が著しく劣る模擬水田が確かに存

在すること，②その要因は，均平精度のみでは表現でき

ないような水尻近傍の局所的な凸部により，上流側から

水尻側へ向けての水の流れが阻害されるためであること，

③このような模擬水田に対し，排水路に沿って明渠を1

本設置するのみで，大きな排水改良の効果が得られるこ

と，を示した。

ところで図 3で，平均残留水深10mmまで5時間程度，

24時間時点の平均残留水深が2mm強と，地表排水性が

極めて良好な模擬水田が1通りのみだが存在している。

この模擬水田は，乱数を用いていることから偶然的にで

はあるが，田面起伏が水尻に向けて傾斜があるかのよう

に設定されていた。その精査には水田整備・管理の観点

から意義はあるが，今後の課題としたい。

注

注1)鈴木・牧山7)は，水尻付近 (10mX  10 m) の標高が低い程

度では，地表排水終了後の残留水量に有意な差が見られな

い旨を指摘している。

注2)長利13)は農家が行う均平作業にかかる負担について計算し，

営農段階における運土が容易ではない旨を定量的データを

用いて述べている。

注3)山路ら4)のシミュレーションモデルによって計算した地表

排水終了時の残留水量(図 1には経過時間を∞として記

載)と概ね一致する。
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Summary : The authors created multiple computer-based models of paddy fields with surface undulations that do not deviate 

from reality， and conducted simulations of their surface drainage. The results are summarized as follows: i) there are certainly 

paddy fields which demons仕ateremarkably poor surface drainage， ii) main cause of the remarkably poor surface drainage in 

those paddy fields is the fact that pro仕udingparts (hardly appearing in the leveling accuracy) which block the water flow exist 

within the na町owarea in the vicinity of each outlet， iii) merely constructing just one open ditch along the drain in such a 

paddy field is enough realize a significant drainage improvement. 

キーワード (Keywords):地表排水性が著しく劣る模擬水田 (Simulated Paddy Fields with Remarkably Poor Surface 

Drainage) ，図面起伏 (S町 face Undulations)，田面排水小溝の設置による排水改良(Drainage Improvement by 

Cons仕uctingOpen Ditch) 
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