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資 米斗

2019年静岡大会

シンポジウムの概要
水田作の大規模化に対応した

土壌物理性の診断と対策

ーデータ駆動型水分管理を見据えて—

高橋智紀1.中川進平2.望月秀俊3.足立一日出4.

中野恵子5• 江波戸宗大6 ．熊谷悦史7

キーワード水田，土壌物理，大規模化，営農排水，簡易診断技術

1. 土壌物理性診断への新たなニーズ

土木的技術による排水対策事業が主だった水田の排水対

策技術は現在，営農作業技術へと展開しつつある． これは

生産者の保有するトラクターが大型化し，営農的に可能な

排水対策の選択肢が増加したためである．営農排水では

実態に即したきめ細かい対策を打つことが期待できる．水

田作では土地の集積および大区画化が急速に進展してお

り，「効果の高い地点に効果的な対策を導入する」ことへ

のニーズは大きい． これを実現するには土壌物理性の診断

は不可欠であろう．

今回のシンポジウムではこのような背景を踏まえ，大規

模化，営農排水，簡易診断技術をキーワードに，近年の生

産現場の動向に即した物理性診断のあり方について議論し

た．

（高橋智紀）
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2. 東日本における土壌物理性の診断と

対策に対するニーズ

1)はじめに

近年の米価の低迷，主食用米の需要の減少，農業者の高

齢化と就農者の減少等，水田農業経営を取巻く環境は厳し

い．農業経営体は急速に変化する経営環境を支え，収益力

の低下した水田農業から高収益作物を導入した営農体系へ

の転換を促進するため，水田の畑地化・汎用化，圃場区画

の拡大による基盤整備が進められている．ここでは，東日

本，特に秋田県の事例から，水田作の大規模化に係る土壌

物理性の診断と対策に対するニーズについて紹介する．

2)東日本の農地の概要

水田の土壌群別の面積割合から見た北海道，東北，関

東北陸の主要土壌は，グライ土，黒泥土，泥炭土といっ

た低地土の中でも排水不良の土壌が多くを占めている（土

壌保全調査事業全国協議会， 1991)．また，生産力可能性

分級において，いわゆる不良土壌とされる III,IV等級の

阻害要因別の面積は，酸化還元性，耕うんの難易の項目で

不良要因の割合が大きい．すなわち，地下水位が高く，作

土直下まで還元していること，微細粒質で強粘質な土壌が

多いことが特徴である．

また，作業の効率化と生産コストの削減から大区画水田

圃場の整備が進められており，中でも北海道，宮城県，秋

田県，新潟県の北・東日本の水田は50a以上の圃場の割

合が多い． しかし，水田の大区画化には，合筆に伴う地カ

のバラッキや建機の踏圧によって耕盤が形成される場合が

あり，これは安定した作物生産を妨げる要因ともなってい

る．

これらの阻害要因は，転換畑として畑作物や園芸作物を

栽培する場合には，水稲作の場合よりも重大な制限とな

る．実際秋田県の水田土壌の調査では，作土以深の飽和

透水係数が10―5cms―1より小さく，排水に関与する粗孔

隙 (pFl.5以下）の割合も 3~5%と少ない．また， 50cm

土層の保水量 (pFl.5~2.7)は， 40~50mmであり，野菜
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作で求められている土壌物理性の目標値を下回っている．

このように，下層が過湿または堅密で有効根群域が浅く，

作土は砕土率が悪いことから，排水不良による湿害だけで

なく，高温乾燥時には水不足も懸念される．

3)大規模水田における圃場作業と排水対策

積雪寒冷地域は栽培期間が短く，作物の安定生産には適

期の播種・定植に向けた圃場準備が璽要である． しかし，

規模の大きい経営体では，春先の作業競合や，不順な天候

に加えて，排水が不良なために圃場に入れず，スタート時

点で作業が遅れているケースが見られる．この様な大規模

な水田作において，農地管理や生産管理の効率化，収益性

の向上を図るためには，水田の汎用化や畑地化の推進に欠

かせない圃場の排水改善について，低コスト営農排水対策

の充実と軽労化が必要と考える．北川ら (2017)は，畑作

物の増収を阻害する要因を改善するため，根域拡大をター

ゲットに，より耐久性の高い通水渠を構築する新たな排水

改良機械を開発した．そのラインナップの一つであるカッ

トソイラを秋田県のグライ低地土の転換畑に導入し，補助

暗渠を施工したところ，排水性の向上と大豆の増収が認め

られ，営農排水対策として有効であった．

4)おわりに

新たな機械の開発もあり，営農排水対策がより取組み易

くなったものの，補助暗渠の施工にあたっては，経験的

に2~5m間隔といった程度である．補助暗渠の通水断面

の幅とその透水性は，施工間隔にも影響すると考えられる

が，現場では土壌の透水性の診断に基づいた施工は行われ

ていない．

従来の物理性の測定法では，大区画圃場の評価には多点

での調査が必要であるため，省力的に透水性や保水性を面

的に評価する手法の開発が望まれる．最近は， ドローンに

よる空撮や収量コンバインの利用によって圃場全体の生

育・収量の変動が把握できるようになり，収量ムラから地

カムラを評価する試みがなされている．このように作物反

応が排水対策の指標として活用されることにも期待する．

（中川進平）

3. 西日本における土壌物理性の診断と

対策に対するニーズ

1)はじめに

2018年度からコメの生産数量目標が廃止された．地形

的要因や地域の水利慣行，所有機材の制限等から，飼料稲

や飼料米といった水田を維持し続ける農業経営がある一方

で，野菜導入等のための大規模な畑転換（または，輪作）

に舵を切る農業経営も増えてくると予想される．この動き

は，「水を貯める」農業から「水を捌（は） ＜」農業への抜本

的な方針転換と換言できる．

農林水産省では，同省の Webサイトに「技術課題ポス

ト」を設厩し，生産現場からの新たな技術課題や国で研究

を進めるべき課題に関する提案を求めるとともに，その結

果をとりまとめ，公表している．また，農研機構では，場

所毎に地域内の先進的生産者や実需者・行政部門等からア

ドバイザーを選任し，現場ニーズを聞き取る「アドバイザ

リーボード」を開催している．本報では，これらの入手可

能な現場ニーズ（農林水産省， 2019)の中から土壌物理性

の診断と対策等に関するニーズを抽出し，とりまとめた．

2)西日本の農地の概要

本報では，近畿・中国・四国地方と九州地方を合わせ

て，「西日本」とした．

地形的には，近畿地方西部から中国地方の中央部を中国

山地が横断し，筑紫山地へと繋がる．また，日本の中央構

造線となる紀伊山地と四国山地，九州山地が西日本地域の

南部を横断しており，全体として山地が多い．平野は，大

河川の河口部に広がるが，地域全体の面積に占める割合は

小さい．

気候的には，①日本海側気候，②瀬戸内式気候，③太平

洋岸気候の3つに大きく区分される．また，山間地域では

高地性の気候や盆地性の気候を示す地域も存在し，沖縄県

では南西諸島気候を示す．

地形・気候ともに多様な西日本では，その土地々々の状

況に見合った多様な農業が営まれている．近畿・中国・四

国地方の耕地面積の3/4は水田（畦畔を含む）であり，残

りの 1/4が畑（普通畑・樹園地・牧草地）である．九州地

方では， 3/5が水田であり， 2/5が畑である．（農研機構近

中四農研， 2013；九州農政局， 2018).

中国地方の水田は，傾斜度が1/100未満の平坦地に位置

する面積割合が26％と，全国平均 (44%)に対して極めて

小さい．加えて， 30a程度以上の基盤整備済みの圃場は，

都府県平均 (59%)よりも，近畿 (55%），中国 (50%),

四国 (24%），九州 (58%）といずれも低く，不整形で

狭小な生産条件の不利な水田が多い（農研機構近中四農

研， 2013).

3)調査方法

現場ニーズとりまとめ表（平成28~30年度）から，西

日本の機関から提出された，もしくは対象地域に西日本を

含む，排水性等の土壌物理性に関するニーズを抽出した．

また，農研機構西日本農研アドバイザリーボード（平成

28年度畜産，平成29年度野菜および水田作）で収集した

ニーズのうち，排水対策に関するニーズを抽出した．

4)結果

主に転換畑の排水改善に関連して，排水不良のメカニズ

ムの解明・圃場の排水性診断法の開発（機械開発を含む）．

排水対策技術の開発・排水対策技術毎の導入効果の解明・

排水対策技術の選択基準の提示・水管理法の開発・栽培体

系の確立等について，豆類・麦類・ソバ・露地野菜・花

き・果樹・緑肥・飼料作（草地を含む）に対するニーズが

抽出された．

一方で，麦類・大豆類に対して，豪雨と干ばつの両方に

対応できる技術の開発にもニーズがあった．

圃場の水管理を容易にする FOEASやOPSISについて

も，露地野菜作時の水管理法や代掻きの導入を可能にする
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使用法に関するニーズが抽出された．

その他，早期畑地化手法の開発・地力の簡易診断法・地

カの回復技術の開発・ UAVを用いた生育診断法が挙げら

れていた．

5)おわりに

排水対策について，その診断法から対策技術に至る多様

なニーズがあった．また，対象作物も，麦や大豆，野菜の

みならず，果樹や飼料作物まで多岐にわたった．

（望月秀俊）

4. 水田汎用化のための営農的排水技術の考え方

1)はじめに

水田で麦，大豆や野菜を栽培するためには排水対策が必

要である．一般に，水田は土木的技術によって用・排水路

や暗渠排水施設が整備されるが，過湿を嫌い，通気性が必

要な畑作物を栽培するためには，農家が毎年行う営農的排

水技術によるきめ細かな排水対策が必要となる．

2)排水不良の原因

水田の排水性は，地下水位や排水路水位などの水理的条

件と土壌中の水の流れ易さなどの土壌・土層条件に大きく

左右される．また，最近頻繁に発生する豪雨などの気象条

件も外的要因として挙げられる．

水理的条件として，山際の水田では山からの浸入水が，

低平な水田地帯では常時地下水位が高いなどが排水不良の

原因となっている．また，大区画水田の整備に伴って，排

水路までの距離が長くなり排水条件も悪化する．一方，土

壌・土層条件として，粘質な土壌，有機物の少ない土壌，

作土が浅く緻密な耕盤などが，排水不良の原因となる．作

土が浅いことによって連続した睛天日が続くと干ばつの危

険性が発生するとともに，少しの雨でも湛水が始まる．農

作業機の大型化によって緻密化が進む耕盤では，下方への

排水につながる大きな孔隙が減少し，排水条件も悪化す

る．水田の大区画化や汎用化とともに四隅が高くなった

り，田面の均平が悪くなり，排水悪化の原因となる．

営農的排水技術の不適切な導入は排水改善に繋がらず，

むしろ悪化の原因となっている場合も見られる．

排水不良の原因は，水田によって異なり，原因を明らか

にして，水の流れを理解して営農的排水技術を導入しなけ

ればならない．

3)排水対策の目標値

排水性の評価の項目として，地下水位，透水係数，湛水

時間などが挙げられる．中でも，地下水位は暗渠排水計画

の目標値として用いられることが多い．畑利用される水田

の目標値は，大きな降雨後， 2~3日後の地下水位が40~

50cm, 常時（降雨後7日以降）の地下水位が50~60cm

とされる．営農的排水技術によって，栽培される作物に適

した排水条件に改善される．

4)排水技術の選択

水田に降った雨は，地表からの排水と地下への浸透・排

水，作物や田面からの蒸発散によって排水される．耕盤や

心士に大きな孔隙のない水田では，いったん土壌中に浸入

した水の移動は遅く，特に，ゲリラ豪雨が発生した場合，

地表排水の促進によって田面の湛水を防ぎ，湿害や適期作

業の遅れを回避する．最も基本的な地表排水技術として，

溝掘り機などによる排水溝の設置が挙げられる．排水溝は

耕盤上に湛水した水を排除するため，できるだけ深く，畦

畔に沿って設置し，排水口につなぐ．なお，大区画水田で

は，狭い間隔で圃場中央に設置することによってより排水

効果があがる．一方，田面の凹凸を無くすためにレベラー

による均平技術が挙げられる．排水口に向かっての傾斜均

平はより効果を発揮するとされている．常時，排水路の水

位や地下水位が高い場合には，畝立て栽培も営農的排水技

術の一つに挙げられる．畝立て栽培は畝間を排水口や排水

溝につなぐことによって，畝間の水をすばやく排水する．

地表排水は確実に排水口に繋ぐ．

一方，降雨後の地下水位を迅速に低下させ，土壌の水分

環境を改善させるために，地下排水技術が導入される．暗

渠施工水田では，降った水は耕盤上を横流れして暗渠管に

導かれ排水される．代表的な営農的地下排水技術として，

サブソイラーが挙げられる．耕盤や心土が緻密で硬い土壌

の場合，サブソイラーにウイングを付けて施工し，土壌を

膨軟にし，人工的に多くの亀裂を発生させ，排水性や通気

性を改善させる．一方，下層土が亀裂の発生の期待できな

い軟弱な場合，弾丸を付け，簡易な暗渠の通水孔を造り，

排水性を改善する．出来た水みちを長期にわたって維持で

きるようなモミガラを投入するモミガラ有暗渠が用いられ

る．地下排水は暗渠がある場合は，暗渠に，無い場合には

排水口を設けて排水路と繋ぐ．

営農的排水技術は，できるだけ土壌が乾燥した時期に施

工するのが基本である．

5)おわりに

大規模農家では排水性の悪化は収量の低下のみならず予

定作業の遅れに繋がる．そのため，適切な営農的排水技術

の導入が欠かせない．

（足立一日出）

5. 土壌物理性と収量性および作業性

1)はじめに

作物生育場の物理的不良とは，根が必要な水・栄養成

分・酸素と接することができない，根の発達が制限を受け

ているといったものである．生産現場では，なるべくこれら

を排除し収量性を高めるが，栽培管理作業の多くは機械で

行われるため，収量性と機械作業性は強くリンクしている．

2)収量性と土壌物理性

近年，水田で作る大豆や麦類の収量低下が指摘されてい

る．小田原ら (2012)は，夏期に水稲か大豆，冬期に麦類

を作付けしている地区の実態調査から，大豆の子実収董

は，大豆作付け回数の増加（畑利用率の増加）とともに低

下し，作土の粗孔隙率と高い正の相関関係が認められたこ

とを報告した．また，農水省委託プロジェクト収益力向上
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のための研究開発「多収阻害要因の診断法および対策技術

の開発」では 16道県において生産者圃場の大豆作実態調

査が行われており，作土の孔隙を粗孔隙や有効水分の範囲

等に分けて評価すると，強雨による過湿を受けた場合に

粗収量が低い傾向があり，特に初期に過乾にもあたった場

合に著しいことが報告された（中野ら， 2018)．いずれの

結果も作士中の孔隙を排水と保水などの役割に分けること

で収量との関係が見えたことに注目したい．根群域とその

水分環境は，下層の透水性，緻密さの影響も受ける．機械

走行により硬盤層が浅い位置に形成されると，水の浸透が

抑制されて降雨時には湿害，根の下層への伸長が抑制され

て少雨時には干害を被りやすくなる（村井， 1987)．坂口

ら(2018)によれば，暗渠未整備地区においてチゼルプラ

ウ耕を行うと，降雨後に耕起範囲の深部では近飽和状態と

なるものの，根が集中する深さでは過湿に陥らない． この

ことは，過剰水を圃場から排水するシステムを構築できな

くとも，根群域から排除できれば作物生育には奏効するこ

とを示唆している．

3)機械作業性と土壌物理性

機械作業のうち耕うんは，作物生育に好適な土壌条件を

整えるために行われる．作業性が悪い時に無理に行えば望

ましい条件を創出できないまま作物生育は進むし，適当な

作業性になるのを待って栽培適期から遅れれば，やはり作

物の生育には不利となる．適期に易耕性・機械走行性が確

保され，順調に作業が進むことは収量最大化への大きなポ

イントとなる．

耕うんの抵抗力となる剪断力，付着力，摩擦力の発生

は，同一土壌でも水分状態によって変化する．例えば付着

力については，粘土が多く，水分が高い条件で大きくなる

ことが知られている．他方，水分が少なくなると土によっ

ては固結し，砕土結果が悪くなる．抵抗が小さく砕土もよ

い適正水分の幅は，土性や有機物量等土壌の一次的な性質

や土の圧密状況によって大きく異なるが，作業可能日を増

やすためには，降雨後早期に圃場から過剰水を排水するこ

とが効率的かつ効果的である．近年の機械の大型化によ

り，水分がやや高い状態でも作業は可能になっているが，

うらはらに，水分が高いとより深い位懺まで土壌の圧縮が

進む．下層の圧縮は回復が困難であるためこれを回避する

ことが望ましく，地耐力向上の点でも，圃場の排水性向上

が求められる．

4)“水’'の把握と収量性，作業性

作業性は，土壌と水の関係による性状変化に左右され，

その結果としてできる土壌構造は，作付け期間あるいは次

の耕うんまでの水の移動性に影響する．水については，体

積含水率を測れる比較的安価なセンサーが出ており， IoT

技術の活用推進もあって，生産現場におけるデータ収集は

今後加速化すると考えられる．ただし，現況では，アラー

卜値の決定は営農者に委ねられている．収集データ上は同

じ水の量でも，土性が異なれば機械作業性は異なり，構造

が異なれば収量性に与える影響も異なることを現場に伝え

ていく必要がある．また，実際の圃場は不均ーであり，排

水性評価にあたっては，物理性測定値の代表性や面的広が

りの扱いについて問題提起がなされている（井上， 1994).

この解決の糸口として，近年のドローン等センシング技術

の発達に期待したい．

（中野恵子）

6. 貫入抵抗を応用した「丸ごと土壌物理性診断」

1)はじめに

圃場一筆あたりの面積拡大や大型農業機械による直播・

不耕起栽培の普及により，圃場内が不均ーなまま作物生産

が行われるようになった．その結果，士壌診断として化学

性を評価するだけでは用が足りず，物理性についても考慮

する必要が出てきた．圃場面積が広くなればなるほど，土

壌物理性を評価する上で頭を悩ませるのは，「圃場内のど

の地点で土壌物理性を測定するのが最も好ましいか？」と

いう点である．土壌物理性の評価は，土壌断面の各層位ご

とにコアサンプルを 5連程度で採取し，実験室に持ち帰っ

てから，三相分布や透水性などを測定するのが一般的であ

る．この手法では時間と労力がかかりすぎて圃場ごとに

調査をするのは現実的ではない．現場で測定する手法と

して，シリンダーインテークレートや負圧浸入計を用いた

透水性評価なども開発されている．現場で直ちに測定結果

が出るのは診断手法として使いやすいが，これらの手法も

設置や測定に時間がかかり， 1日に処理できる回数は限ら

れている．土壌構造はその場所固有であり，測定地点が少

しズレても結果が異なることが想定されるので，土壌物理

性の評価は測定地点数が多ければ多いほどよい． したがっ

て，測定時間が圧倒的に短い手法を用いて圃場全体を評価

することを考えた．

2)簡易・迅速を目指した土壌物理性診断の概要

土壌物理性として土壌硬度（貫入抵抗）に着目した．

大起理化工業が開発したデジタル貫入式土壌硬度計

(DIK-5530)は圃場表面から突き刺すだけで深さ 1cmご

とに土壌硬度を記録でき，ロッド長60cmの場合， 1回の

調査時間は60~90秒である．貫入式土壌硬度計は耕盤層

がどの深さにあるなど測定結果は定性的な使い方が一般

的であったが，圃場全面深さ 60cmまでをそっくりその

まま定量的に評価することを検討した．調査対象は lha

(100mX100m)の水田（輪作，転換畑）で定期的にレー

ザーレベラーがかけられている（均平作業がなされてい

る）圃場とした．

(1)圃場水平方向（緯度経度）の測定方法

緯度経度を数 cmの誤差で測定する方法は存在するが，

機材や経費が高価で，それなりの大きさもあり，簡易的な

土壌診断手法として用いるにはスペックが高過ぎる．そこ

で，民生用の全球測位衛星システム (GNSS)レシーバー

2機種 (GARMINeTrex30（みちびき対応）， HOLUX

M-241)とDIK-5530搭載の GPSレコーダーで調査時の

軌跡や信号を受信できている衛星数について比較検討し
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図1 深さ 12cmの土壌硬度等高線図とコムギ子実重水平分布の比較

耕盤層になると思われる深さ 15cmより上の深さ 12cmで比較したのは水の集積程度が判定できると考えたため
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(b)コムギ子実重 水平分布

た．GPSだけでなく GLONASSやみちびきの信号を捉え

られる GNSSロガーの軌跡が最も良かった．

(2)圃場水平方向の測定地点数

lha圃場 (100mX100m)における測定地点数を 35,73, 

108と3水準で，深さ 1cmごとの土壌硬度の等高線図を

比較した．測定地点数が増えると土壌硬度等高線図も細

かく表現されるが，その分，調査時間も長くなる．等高

線図の細かさと調査時間の短さの双方とも満足させる測

定地点数は73だったその後，調査を繰り返したとこ

ろ， lhaあたり 60程度の測定地点数があれば，土壌硬度

の概要が把握できることが分かった． この場合，調査時間

は1~1.5時間 ha―1程度，取得したデータの処理は，コン

ピュータによる解析が迅速にできるようにプログラム群を

構築したので，数分である．

(3)圃場深さ方向の土壌硬度のバラッキ評価

深さ 1cmごとに土壌硬度の平均と標準偏差を算出する

と，深さ 15cmを中心に，平均は急速に大きくなり ，檬準

偏差はビークとなるふくらみがあることが分かった．標準

偏差がふくらんでいる，ある一定の幅をもった深さが耕盤

層と判断できた．深さ 15cmで土壌硬度のばらつきが一番

大きいことから，地表面からの浸透水が通過するときにボ

トルネ ック となることが想定できた．

3)土壌硬度のバラッキを排水性の判断材料とする

土壌硬度の硬軟を土壌密度の高低と読み換えることがで

きると仮説を立てると，密度が高い場所は浸透水が通過す

る空間が少ないため，浸透水が滞留しやすくなる．土壌硬

度が硬いところから軟らかいところへ浸透水が流れ込む

ことが想定できる．水の集積程度を判定するために，深さ

15cmよりやや上の深さ 12cmの土壌硬度等高線図を用い

て浸透水が集積しやすい地点（土壌硬度が周りより低い地

点， 三方を囲まれている地点）をチェックした（図1)．土

壌硬度を測定した地点でコムギ「さとのそら」の収量調査

を行い，土壌硬度同様に等高線図を作成するとチェックさ

れた地点の収量が周りに比較して低くなっていることが明

らかになった（図 1).

（江波戸宗大）

7. WAGRI（農業データ連携基盤）との連携による

潅水意思決定支援のため土壌水分予測システム

1)はじめに

主要な転作作物の一つであるダイズは最適水分域が狭

く，わが国では生育期間中に湿害と乾燥害の両方のリスク

があるとされている．このため適期潅水は重要な技術要素

であるが，気象条件や土壌要因に左右されるため見極めが

難しく，実際には潅水の必要性が見過ごされた地区や年次

が存在する可能性は高い．また近年増加する大規模経営体

や分散錯圃では，圃場の水分状態の把握が労力的に難し

く，これを省力的に行う技術が求められている．そこで適

期潅水を実現する方策のひとつとして， WAGRIと連携す

ることによって，土壌水分を予測し，潅水の意思決定を支

援するシステム（以下，潅水支援システム）を作出した．

2)潅水支援システムの概要

潅水支援システムとは，1kmメッシュ農業気象情報か

ら得られた気象情報に土壌情報，営農情報を加え， 日単位

の土壌水分を簡易に推定することで，水ストレスの程度を

示すものである．生産者等はシステムに対象圃場の緯度・

経度情報，大豆の出芽日，条間隔，最大作物高，作土深，

黒ボク土か否か，圃場容水量，永久しおれ点，過去の潅水

量，過去の潅水実施日，水ストレスの警告を表示する閾値

を入力する（全12項目）．

するとシステムは 1kmメッシュ農業気象情報を参照し，

一日単位で圃場の水収支を計算し，有効土層中の体積含

水率を計算する．水のインプットは降水景と潅水量から，

アウトプットは蒸発散量，地下浸透量から求める．また，

10日先の予報値に基づく土壌水分の予測値も表示される．

本システムの土壌水分の予測精度は RMSEで3.3~

7.8％であり，特に土壌の体積含水率が低下する暦日を精

度良く推定できることが確かめられている．2015~2018

年の実証試験ではシステムにしたがった潅水による増収効

果も認められている (p<10%).

3)乾燥害を定量化する

本システムの特長の 1つは乾燥害を定量的に把握できる
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点にある．圃場の水収支がmm単位で表示され，これは

水分に対する生産者の定量的な感覚を研ぎ澄ますために有

効であろう．実際に乾燥ストレスの現れ方は年次によって

多様であり，短期間に強い乾燥を受ける年次や長期に渡っ

て弱い乾燥が続く年次がある．従来，これらは簡単に把握

できるものではなかった．

研究の視点からも乾燥害の定量化は有効である．熊谷

ら (2018)は東北農研のダイズの生産力検定試験33年の

データを用い， この試験値の8月の平均体積含水率がダイ

ズの収量および百粒重と正の相関があることを示してい

る．また，今野ら (2019)は全国341地点， 3ヵ年のダイ

ズ収量と推定された体積含水率との関係を調べ，生育の極

初期と粒肥大期の乾燥ストレスが収量と有意な相関がある

こと，開花期前では湿害が低収の原因となることを明らか

にした． これらの研究の特徴は，把握が難しかった過去の

体積含水率の推移を本システムから推定した点にある．

4)今後の研究展開

本システムを潅水につなげる際の技術的な問題は lha

超の大区画水田に潅水を行う方法である．大規模な潅水を

実現するためには副作用として湿害を引き起こさないこと

が璽要である． したがって潅水技術と排水技術は両輪とし

て技術を高めていく必要があると思われる．

土壌水分の予測にも課題はある．本システムは圃場容水

置を基に水分予測を行うが，今のところ圃場容水量を簡易

に，十分な精度で推定する手段はない．圃場容水量は土

性，粘土鉱物種，有機物含量，田畑輪換履歴，耕うん状態

等によって決定されると思われるが，これらの因子と圃場

容水量との関係を定量化することが望まれる．また，簡易

なセンシングと組み合わせることも有効であろう．

（高橋智紀・熊谷悦史）

8. おわりに

総合討論では，様々な耕うん技術が開発される中，耕深

と有効土層をどう捉えるか， という議論が起きた．例えば

浅耕では前の耕起の影響が残るため，有効土層が一意的に

決定しないのではないか， といった問題意識である． これ

に関連して，「硬盤」，「耕盤」，「すき床層」，「不透水層」

といった言葉が研究者によって曖昧に使用されていること

が指摘された．水田における作付け体系，耕起方法や排水

技術が多様化したため，用語の示す範囲が曖昧となり研究

者の共通認識を妨げる恐れがあるというものである．

また，簡易測定に基づいて物理性診断を行うために，得

られた値から様々な物理特性値を推定する機会が増えるこ

とが予想される．これを行うためには乾燥密度を精度良く

求めることが肝要である，という意見があった．

今回のシンポジウムは物理性診断の今後のあり方を考え

る契機となった．上記のような問題を解決するためには研

究活動と並行し，研究者間の継続的な議論が必要だと思わ

れる．

（高橋智紀・中川進平・望月秀俊・

足立一日出・中野恵子・江波戸宗大）

付 記：本研究の一部は，農水省委託プロジェクト収

益力向上のための研究開発「多収阻害要因の診断法および

対策技術の開発」，および内閣府戦略的イノベーション創

造プログラム (SIP)「次世代農林水産業創造技術」（管理法

人：生研支援センター）によって実施されました．
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