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転換作物の安定多収をめざす地下水位調節システム

一水田リフォーム技術の開発一

藤森新作＊

〔キーワード〕：水田汎用化，田畑輪換，大豆，地

下水位調節，暗渠工法

1．はじめに

　稲・麦・大豆を核とする水田農業で経営を安定さ

せるためには，規模拡大と各作物の高品位安定多収，

農作業時間短縮，低コスト化の追求などを図る必要

がある．そして，これを実現するためには，品種改

良や栽培技術の確立とともに圃場の整備によって，

大型農業機械化体系を実現するうえで必要な圃場

の大区画化や水稲栽培時における水管理の省力・適

正化，畑作時の湿害や干ばつ対策，機械化作業体系

で最大のネックとなっている草刈り労力の削減な

どを図ることが重要である．

　1963年から始まった圃場整備事業は，30a標準区

画化と農道整備による機械化農業の推進，用・排水

路の分離による自由な水の駆け引きなど，近代農業

の推進に大きな役割を果たしてきた．田畑輪換を進

めるために排水路が深くなり湛水被害が防止され，

また，透排水性の悪い圃場は暗渠排水が施工された．

しかし，汎用化が図られたにも関わらず，いまだに

田畑輪換が定着しているとは言い難い．この原因に

は，栽培技術的な問題もあるが，排水性の改善のみ

では畑作物の高品位安定多収が困難なことがある、

すわわち，転換畑では，灌概用水を利用するという

観念がなかったように思われる．現実にローテー

ションに伴う畑作ブロックには用水を送水しない

地区も多いが，畑作物も用水は必要であり，とくに

大豆栽培では7・8月の開花・子実肥大期における

用水供給は重要である．多収を実現している農家は

畝間灌概によって品質と収量の安定化を図ってい
る．

　一方，排水性の良い水田は，大型農業機械の導入

が容易であり，これによって大規模経営への展開が
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可能となる．さらに，畑作時の用水利用が加われば，

高品位安定多収が期待できる．

　水田畑作の最大課題は湿害対策であるが，地下水

位を低下させすぎると逆に干ばつが発生すること

もある．従来から実施されてきた暗渠排水施設を利

用した地下水位調節は，水間の開放と開閉のどちら

かであり，各作物が生育期別に必要とする地下水位

を設定することが困難であった．そこで，暗渠排水

機能の維持に必要な管理と地下水位調節ならびに

水稲栽培時の水管理も容易に行え，圃場の整備水準

の向上に際して換地等を伴わないことなどを特徴

とする地下水位調節システムrFOEASj（フォアス）

を開発した．また，暗渠排水の施工において，石混

じりや粘質で堅い土壌も容易に掘削できるベス

ト・ドレーン工法等を開発した．

2．大豆栽培における
地下水位保持の重要性

　国産大豆の全国平均は180kg／10aに達しているが，

世界平均の226kg／10aに及ばない（農林水産技術会

議2005）。2003年における大豆需要は530万tで

そのほとんどを輸入に頼り，わが国の生産量は23

万tで自給率は4％に過ぎない．栽培面積は15．2万

haで，うち12．9万haは転換畑で作付けられている．

農水省では2003年に収量300kg／10a，Aクラス品質

をめざす「大豆300A研究センター」を立ち上げ，

品種改良や栽培技術の開発に取り組んでいる．しか

し，2004年には台風や長雨の影響から，生産量が

16．3万tに落ち込み品質も低下した．

　大豆栽培において，湿害は発芽や生育の阻害とな

ることはよく知られているが，干ばつについては，

その対策として畝問灌概を行っている地区も存在

するが，一般的には何ら対策は取られていない．農

林水産研究文献解題大豆（2002．2）によると，近

年多発する湿害や青立ちなどは，反収安定化・コス
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ト低減，品質向上を図るうえで大きな問題となって

いるとある，そして，干害については，次のように

記述されている。①大豆は要水量の大きい作物であ

り，土壌水分が物質生産や収量に大きく影響する．

②目本の降水量の分布は大豆の水分要求と一致し

ない，③開花期から登熟期（7月中下旬～8月下旬）

には蒸発量が降水量を上回り，適切な水分管理を行

わないと干害の危険がある。④生育前半は梅雨に遭

遇するため，根の発育が貧弱になり，梅雨明け後の

干害を助長する．⑤水分欠乏ストレスは生殖生長に

対する影響が大きい．⑥とくに子実肥大期の水分欠

乏ストレスは著しく減収させる．⑦干ばつは落花・

落棊を引き起こす結果，爽先熟現象を引き起こして

青立ちの原因ともなる．

　さらに，灌瀧の必要性については以下のように記

述されている．畝間灌水によって，水田転換畑では

16～55％の増収，しかし，排水不良圃場での実施や

過剰な給水によって湿害を発生させる恐れがあり，

圃場条件や灌水量を判断して実施する必要がある．

　暗渠排水施設を利用した地下灌概は，無灌水区と

比較して，最大100％の増収，地上灌水区と比較し

ても10％以上増収し，その効果が高い．

　大豆の多収穫は，好適地下水位に維持された圃場

において達成された事例が多く，大豆の水分生理特

性を考え合わせると，好適地下水位の設定・維持は

水田転換畑における大豆多収化において必要な管

理といえる．

3．地下水位調節システム
　　　　　「FOEAS」

（1）FOEASの概要

　圃場に埋設した有孔管等による幹線・支線パイプ

および補助孔（弾丸暗渠等）に対して，用水を供給

するとともに，日面排水機能を兼ね備えた，用排水

ボックスと地下水位を調節する水位制御器等を独

自のレイアウトで配置することにより，暗渠排水と

地下水位調節を両立するとともに，水稲栽培時にお

ける水管理の適正・省力化を実現した（図1）．

一また，用水供給時の水位の適正化とかけ流し防止，

水管理労力削減を目的に簡易な水位管理器を開発

した（図2）．

　従来の自動給水器は代かきや中干し後の大量取

水に対応する構造であり，また，パイプラインの圧

力水を制御する必要から，複雑でかつ精密な構造と

ならざるを得なかった．そこで，最大取水時のバル

ブは全開であることから，自動制御は行わず，水稲

の普通期の用水補給や地下灌概にのみ対応（給水口

の口径14～25mm〉する構造とすることで，構造の

単純化と低コスト化（1．5万円程度／個）を図った．

農工研内および宮城県古川農試内の水稲栽培，宮城

県登米市の大豆栽培（地下灌瀧）において，装置の

作動と効果を確認したが，あらかじめ定めた水位を

洗浄孔　 地下給水孔　　給7K，｛1レ＝ブ

支線パイプ

幹線パイプ

水位制御器の中筒

　　　　上下にスライドして地下水位を設定
　は　　　

図1地下水位調節システム「FOEAS』の全体構成と水位制御器の構造
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地下水位網纐縫鞭

樋‘幹纏バ4プ）へ

水稲栽培時の湛水管理 FOEASの用排水ボックスヘの設置状況

図2　水位管理器の構造と設置状況

確実に維持し，故障の発生もなく水管理の省力化と

用水使用量の削減が図られることが明らかとなっ

た．なお，本器は開水路地区においても利用可能で

あり，中山間地域の水管理の自動化にも適している．

（2）FOEASの特徴
　①圃場全面の均一な地下水位維持が可能（図3）．

　②暗渠組織を使用して地下灌混を行う際に，用水

中に含まれる泥や砂などによる管内堆積とこれに

伴う暗渠機能の喪失が問題となるが，容易に除去で

きる。

一般的な地下かんがい 〃り鶴43ソ

図呂地下灌涯方式の構造および用水浸透状況の比較

写真1大豆圃場のFOEAS導入効果
　　宮城県古川市（2006．7．21）．

③従来の圃場の形状などの所有界，権利関係を

変更せずに，整備水準を向上できる．

（3）メリッ　ト

　①湿害と旱越を回避でき，作物の安定生産が

図れる（写真1，写真2），

　②水稲栽培時の水管理の適正化と省力化が

図れる．

　③田畑輪換が自在に行える．

　④疎水材のモミガラを常に湛水状態とする

ことにより腐食が進みにくくなる．

（4）コスト

　コストは用排水ボックスや水位制御器，幹線

パイプ，1m間隔の補助孔，特許使用料など，

従来の本暗渠施工にはない工種を加えたにも

拘わらず従来の一般的な暗渠排水を若干上回
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写真2水田におけるサツマイモ栽培
　　　鹿児島県（2006．7．24）．

る程度である．10a当たりの施工価格は，田面下に

岩石等がなく施工条件が良好な場合で，圃場が30a

区画では21万円，50a区画では18万円程度である．

この理由は，支線パイプの田面下60cm水平施工と

新たに開発したベスト・ドレーン工法による掘削断

面の縮小（9cm）によって疎水材であるモミガラ使

用量が削減されたことや，従来から暗渠掘削で用い

られているトレンチャー利用と比較して作業人員

が半減することなどがある．

（5）支線用水路のパイプライン化
　①土水路や老朽化したコンクリート水路では，漏

水が発生して用水が末端水田まで到達しないこと

がある，また，幹線水路から支線水路に流入した用

水が，全量利用されない場合には排水路に放流され

てしまう．

　②FOEASは，水源と田面との標高差が20cm以上

あれば，加圧を行わなくてもパイプライン化が実現

する．現況用水路の中にパイプ敷設を行うことも可

能であり，このことによって農道の拡幅が図れる

（写真3）．

　③パイプライン化は，支線水路において必要とす

る量のみが，幹線水路から取水されることから，水

不足の解▽削こつながる．

　④自然圧パイプラインは，揚水ポンプを必要とせ

ず，ランニングコストの削減が図れる、

（6）排水路の浅底化

　従来の暗渠排水は暗渠管に一定勾配を付け，余剰

な土壌水を排水路へ導くものであったが，FOEAS

のパイプ内は常に満流とするという考えであるこ

1とから暗渠に勾配を付ける必要がない．したがって，

排水路を従来のように深くする必要はなく，排水路

が浅くできれば法面積は減少するため，草刈が楽に

なるとともに，畦畔漏水も減少する（写真4，図4）．

写真4　底の浅い排水路の施工事例

．嚢

癖

誉
1藝

襲
羅

嚢

蓬

霧

一般鵠な農道

湊

現況」灘氷賂にバイブを敷設

齢

伍o蜀43ノ

写真3　自然圧パイプラインの導入に伴う農道の拡幅
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　従来の深い排水路

図4　暗渠管の水平化と排水路の浅底化の仕組み

　また，排水路と田面の落差が小さくなると，魚類

等を水田に遡上させ生態系保全に貢献することも

できる．

　大雨時の排水にっいては，従来は1／10年確立雨

量の最大4時間雨量，4時問排水が排水量の基準と

なっている．しかし，排水路と繋がる中小河川の断

面は限られている場合が多々あり，洪水時には地区

内の低い箇所で湛水被害が発生していた．仮に，各

水田に大雨時の降雨を一時貯留して，河川への排出

量を抑制することが可能となれば，下流部低地にお

ける湛水被害が軽減できる可能性がある．

4．暗渠および弾丸暗渠掘削
　　　　　　装置の開発

　水田畑作では湿害対策が最重要課題であり，従来

から本暗渠や補助暗渠，明渠掘削等が行われてきた．

しかし，従来の本暗渠については整備コストや疎水

材の確保，水稲栽培時における溝への田植機等の落

輪，掘削に伴う表土への石の混入等の問題を抱えて

いる．また，弾丸やサブソイラーによる補助暗渠の

施工では，トラクタ牽引であるため畦際や田面が湿

潤な状態における掘削が困難である．一方，明渠掘

削は手短な技術として一般に採用されているが，潰

れ地の発生や雑草繁茂，維持管理面等が課題である．

そこで，これら湿害対策技術の課題を解決するとと

もに，低コストでかつ容易に施工できる機械の開発

を行った．

（1）ベスト・ドレーン工法
　石がある土質や堅い土質の場合は，前処理として

アーム式ガイド掘削機で障害物を除去した後，本機

によって敷設床を形成しながらパイプと疎水材を

同時埋設する（写真5，写真6，図5）．

　特徴としては，①石がある土質，硬い土質，軟弱

　　　　写真5　ガイド掘削機
田面下に石が存在したり堅い土壌の場合に施工する．

ヤ

写真6ベスト・ドレーンによる施工状況

土でも施工できる．②掘削幅が9cmと狭く施工でき

ることから，モミガラが腐食した場合でも表土の陥

没の危険性が低く，モミガラ使用量も少ない．③作

業員数を3～4人に半減できる．④コストはバック

ホー掘削の30％以上，トレン・チャー掘削の10～20％

ダウンできる．

（2）土中溝掘削装置

　畦際が過湿となり農作業や栽培に支障を来して

いる事例が多い．この要因は，隣接水田や老朽化し

た用水路等からの浸透水であり，対策としては，明

渠掘削が一般的である．しかし，明渠は常に維持管

理が必要である．一方，従来のトラクタ牽引による

弾丸暗渠は畦際施工が困難であった．そこで，ベス

ト・ドレーン機の排土板に弾丸と疎水材ホッパー，

暗渠管敷設機能等を持ち，溝の形成と同時にこれら

の施工ができる装置を開発した（写真7）．これに

より，明渠掘削が不要となり，潰れ地の減少，農作

業の効率と安全性が向上する．

（3）アーム式暗渠溝掘削装置
　①バックホー（標準型）の作業アームに溝形成装

韮

麹
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鼎

図5ベスト・ドレーン工法による掘削時の土の移動と疎水材の挿入状況

置を取り付け，ショベル駆動用のシリン／ダーを用い

て掘削する（図6）．

　②溝形成部前端のラッセル部で土を切り開くよ

うにして溝を形成し，土中に含まれる石も左右いず

れかに移動させる状態となることから，溝の形成を

容易に行えるとともに，土中の石を地表面に排出す

ることがなく，耕作作業に影響を与えることがない．

　③軟弱で他の掘削機では車輪やクローヲによっ

て表土を練り返し，不透層を形成する恐れがある場

所でも容易に施工できる（写真8）．

　④トレンチャーのような複雑な機構を有してい

ないため，保守点検もきわめて容易で，作業終了後

は，作業機から取り外して簡単な清掃作業を行うだ

けでよく，作業コストだけでなく，維持管理コスト

の大幅な削減が図れる．

（4）アーム式弾丸暗渠形成装置
　バックホーのブーム先端に取り付けた自在弾丸

暗渠装置によって，掘削長最大5mであらかじめ設

定した深さの亀裂と口径10cmの管状の間隙を形成

する（図7）．

　従来のトラクタ牽引の弾丸暗渠施工では不可能

であった，田面外から掘削を始めることが可能であ

り，上部水田や地区外からの湧水処理にも適してい

る。さらに，地下灌概で最も問題となっていた畦畔

沿いや排水路沿いの最も乾燥しやすい部分への送

水が簡単にできる．

　弾丸暗渠においても，暗渠内にモミガラのような

疎水材を投入，充填した状態とすることにより，排

水性能を向上させることは可能であるが，通常の弾

丸暗渠は，弾丸部よりも上方の溝幅が狭いために溝

内に疎水材を投入する；とがきわめて困難である．

また，疎水材の投入作業は一般的に袋詰めされた状

態のものを手作業で行っており，均一に敷き詰める

ことが困難なため，投入量・深さにムラが生じたり

疎水材の無駄が発生していた．本装置は，弾丸暗渠

内への疎水材の投入，充填を弾丸暗渠の形成と同時

に，効率よく均一に行うことができる（写真9）．

写真7　±中溝掘削装置と施工断面
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図6　アーム式暗渠溝掘削装置の構造

写真9　アーム式弾丸暗渠形成装置による施工状況

写真8　アーム式暗渠溝掘削装置による
　　軟弱条件における施工状況

ショベル駆動用　　　　　o
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5．おわりに

暮．

　わが国の水田農業は水稲単作から麦・大豆を基本

とした畑作栽培が確実に行えることが求められて

おり，これを短期間に実現するためには，畑作に適

した圃場への再整備を低コストで図る必要がある．

ここで開発した地下水位調節システム「FOEAS」は，

既存の暗渠構造を見直し，わずかな装置を付加する

ことで暗渠機能である余剰水の排除以外に地下水

位を自由に制御することができ，作物が必要とする

地下水位，土壌水分の維持を可能とした．また，新

暗渠工法もどのような悪条件においても高精度で

施工ができ，かっ低コストである．

　ここで開発した工法が，品種開発や栽培・作業技

術を支える基礎技術として普及し，食料自給率の向

上に寄与することを祈願している．

　　　　　　　　参考文献
農林水産技術会議事務局2002．農林水産研究文献解題No．27，

　大豆．
農林水産技術会議事務局2005．農林水産研究開発レポート大豆
　の安定・多収を目指して．No．／3，

＼

図7　アーム式弾丸暗渠形成装置
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