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I は じめに

河套濯区は黄河流域における最大の濯瓶区である。関州から北流してきた黄

河が大き く東に向きを変える地点に位置し，典型的な乾燥地気候にある（図 1）。

乾燥地農業の成立のためにはまず，水資源を確保するこ とが必要である。濯区

は黄河からの取水で水資源を確保しているが，潅甑農業の持続性のためには塩

分収支が取れていることが必要である。瀧区全体の塩分収支計算によると，河
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套濯区は年間168万 tの塩を蓄積している（王学全ら， 2002）。これに対し，衛

星画像の分析結果や現地の農家，水利技術者の実感によると塩害化の程度は近

年，徐々に緩和されているとの認識がある。 本研究では，塩分蓄積の事実と塩

類化進行緩和の実態との訴離を，「Missingsalt （行方不明の塩）」と見な した。

その謎の解明を，圃場レベルの水分・塩分移動実態を現地調査で明らかにする

ことで検討した。まず，耕地と塩害地が混然、として存在する当地域におL、て，

それぞれの土地利用における水分フラックスを求め，地下水を介した耕地から

塩害地への水循環構造の立証を試みた。また，擢甑水から土壌水，地下水，排

水路水に至る陽イオン組成の変化を分析することにより ，濯i既水が土壌を通過

し排水路水へと至る過程でCaは非水溶性の Ca塩として土壌中に沈澱し

そのほとんどが水循環経路から外れること，および， Naが卓越的に移動し，

ある場合は土壌表面に集積し，ある場合は排水中に排出される事実を確かめた。

この事実に基づいて，全塩収支を維持する従来の除塩用水量でなく， Na収支

を維持する観点から新しい除塩用水量を提案し，有効性を確認する。

本報告の目的は圃場レヘルの水分・塩分動態の解明を通じて，水資源管理の

高持続性化に寄与する有用な提案を行うことである。

II. 河套濯区の概要

水利科学 No.298 2007 
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1 自然条件

河套濯区は南に黄河，北に陰山山脈に挟まれた陥没盆地に黄土が堆積した平

原である。東西250km ，南北50km，総面積119万 ha，南から東北に向けて

緩やかに低下する地形を持つ。標高は1019～1050m，東西の勾配は 1I sooo～ 

1 I sooo，南北の勾配は 1I sooo～ 1 I aoooと極めて平坦な地形である。

濯区全域の平均年降雨水量は159m m，これに対し，可能蒸発量は2100～

2300 mmに達する。年平均気温は 6.3～ 7.7℃であるが，最低気温－38℃，最

高気温38℃と気温の較差が極めて大きい。

河套濯区の土壌は，中国科学院南京土壌研究所による 「中国土壌図」では，

濯坊を土（Irrigatedwarped soil）に分類され，主要粘土鉱物はスメクタイトと水

性雲母とされている（中国科学院南京土壌研究所， 1986）。

2. 濯灘と排水 （王倫平ら， 1993a) 

黄河からの濯甑が始まったのは前漢の時代で、ある。唐の貞元年間（785～804

年）には五原県付近に 2本の水路を造り，数百の田を濯甑したとの記録がある。

宋の時代には不安定な社会状況のため，用水路が荒廃した。その後，清の嘉慶

後期には内地の被災民が河套に入札用水路を造り，開墾を進めて潅甑面積は

再び増大した。 1900年には 8本の用水路が完成し，濯甑面積は 7万haとなっ

た。その後，清朝時代は引き続いて濯甑面積が増大し， 1949年には20万hatこ

達していた。新中国成立後の1950年，黄河の堤防工事が進み，解放水門が建設

され，濯甑面積は27万 haに増大した。 1961年，三盛公頭首工と総幹線用水路

への分水工が完成し， 1965年，総幹線用水路と総幹線排水路の建設が始まった。

支線用排水路の工事が進んだ1975年，濯i既面積は48万 haとなった。 総幹線排

水路の排水は末端の湖，烏梁素海に排出されていたが，烏梁素海と周辺地域地

下水の水質悪化 （塩分濃度の上昇）が進んだため， 1983年，烏梁素海から黄河

に向かう放水路が建設された。

現在，用水路系統は 7ランクに区別され，総干渠 I，干渠12，分干渠47，支

渠300，頭渠1056，農渠2575，毛渠16000余りである。総干渠の通水能力450～

510 m3 /secで，年間約50億 m3を種甑している。土水路構造のため漏水損失

が大きく，総干渠から毛渠にいたる送水効率は43%と推定されている（Chen

and Nie, 1993）。

水利科学 No.298 2007 
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排水路系統は同じく 7ランクに区別され，総、干溝 l，干溝口，分干溝49，支

溝183，頭溝566，農溝1553，毛溝9200で組織される。原則，自然、流下方式であ

るが，排水困難な地点の干溝に限ってポンプ排水を設置している。総排干溝か

ら烏梁素海への排水はポンプ排水に頼っている。総排干溝の年間平均排水量は

約 5億 m3であり，烏梁素海から黄河への年間排水量は約3億 m3である。

3. 塩分集積問題

1961年の三盛公頭首工完成後は濯甑可能水量が増大し，耕地面積を1961年の

31万 haから1981年のの万 haまで飛躍的に拡大した。濯甑は粗放的に行われ，

排水は幹線排水路が完成したものの末端圃場までは整っておらず，濯区の塩類

化面積は著しく増大した。 1970年代の耕地面積は全体として増大する一方，塩

類化耕地面積が増大し，非塩類化耕地面積は減少した。 1975年，総幹線排水路

の断面拡幅と幹線排水路の掘削が完了すると，濯区西部地区では塩分集積が低

滅され， 1983年，烏梁素海から黄河への放水路の完成後，塩分集積の加速傾向

は緩和された。 1983年の土壌調査によると，水面を除く調査総土地面積102万

haのうち，塩化土面積は23.3%の23.5万 ha，海土面積は42.1%の43万 haを占

め，非塩化面積は34.6%の35万 haにすぎない（王倫平ら， 1993b）。瀧甑耕地

についてみても47.6万 ha中，塩アルカリ化面積が50%の23.9万haを占めてい

る（王倫平ら， 1993c）。

現在，擢区は「黄河断i流」に象徴される黄河流域全体の水資源不足と取水調

整，とりわけ農業用水の削減を迎えて，取水削減下での農業の発展と持続方向

を探る課題に直面している。

III. 圃場レベルの水・塩分動態

1. 調査の目的

河套濯区には潅甑耕地と塩害地が隣接してノξ ッチワーク状に混在している。

こうした濯甑耕地と塩害地は地下水の横移動により，水と物質の循環が互いに

結合されていると考えられる。塩分は水移動とともに耕地から塩害地へと運ば

れ，上昇フラックスが生じるとき表層に集積する。図 2は，圃場レベルの塩分

動態を模式的に表している。本研究では，濯甑耕地とそれに隣接する塩害地の

水利科学 No.298 2007 



ハ〉

16 

"' 
灘調旺水降水

用水路

－
己

J

表層集積

漏水・

浸透

下水位

変動

マ

排水路

」卒中

圏場における塩分動態の模式図

水分分布の変化を解明し，耕地と塩害地における濯概期間中の水分フラックス

を明らかにすることで，圃場レベルで、の水循環構造の解明を試みた （赤江ら，

2004）。

図 2

調査の方法

1) 調査圃場

調査圃場は濯区西部，杭錦后旗，沙壕渠試験場に近い耕地 （A, B）および

調査耕地から一区画分（約50m）隔たった塩害地 （C）である。図 3に試験圃

場の模式図を示している。観測は2003年度，春の第 l回濯瓶および秋の第 5回

濯甑を対象に行った。

2) 観測項目

濯甑耕地 （B）への濯甑ζとの濯甑水量を用水路に矩形堰を設置して測定し

た。また，濯甑耕地 （A）と塩害地（C）の地下水位観測点それぞれ（D),(E) 

に圧力式水位センサーロガーを設置し 地下水位を連続観測した。

濯甑耕地 （A）および塩害地 （C）に TDR用アクセスチュ ーブを設置し，

濯甑前後の約20日間，表層10～150cmまでの土壌水分を毎日 1回測定した。

その後は，週 1回の頻度で次の濯瓶まで土壌水分を測定した。土壌面蒸発量と

しては2003年秋， C地点から約100m北西方向にある塩害地で微気象法により

測定した土壌面蒸発量 （Oueet al., 2007）を採用した。

水利科学 No.298 2007 
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図3 試験園場の概要
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・・排水路

斗ー

2003年秋，湛水状態となった塩害地に目視杭を打ち，日減水深を実測した。

実測した日減水深から徴気象法で測定した蒸発量を差Lヲ｜し、て浸透量を見積も

っTこ。

3. 結果と考察

1) 濯甑水量と濯甑回数

図Hこ各濯甑ごとの濯甑水量を示している。 2002年， 2003年のいずれも年間

4～5回約500mmの瀧瓶が行われており ，秋の濯甑は常時濯甑約90mmの

200 ロ2002/5/16 184 
200 

・2002/6/1 ! 150 ~ 150 ロ2002/7/1
囚 2002/10/20

酬終 10 日
目削 100 

* ベ ベ
丹者著主

50 丹さ 50 
司書。 。

耕作B 濯j既水量 （2002年） 耕作B 瀧海水量 （2003年）

図4 2002年， 2003年， 耕地 （B）の濯瓶ごとの濯獄水量
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2倍に相当する約180mmが使用されている。

2) 地下水位

図5に2002年 1月～2003年10月の期間における濯甑耕地 （A）と塩害地 （C)

の地下水位変化を示している。地下水位の年間変動は春の第 1回濯甑および秋

の収穫後の最終潅甑時に大きなピークを示し，濯滅期間中の濯甑時の小ピーク

が重なった変動を示す。隣接する塩害地の地下水位の耕地の地下水位とほとん

ど連動した動きを示している。これは擢甑耕地から塩害地へ地下水の補給が生

じたことを物語っている。

測定日

'!.-'!.-＇！.－’L '!.-'!.- ＇！.－’1-'!.-'!.-'!.-'!.-'!.-ももうももももももう
んやふサふーやふふふふ。会~（）~~A~~＜：；~＜：；；，＿~~~~~~＜：；~＜：；ぷ）{>}<:; {>}"' 
ぬRぬ匂》ミ臣、~~~ri;~~'l.-~(){ ＂.ご旬、~~<i>＇＼包郎、、f<'~｛二~~C?J{i-~~し

0.0 

0.5 

E 1.0 

仲~ 1.5 

長2.0

轡 2.5

刊 3.0

3.5 

地下水位変化 （2002/1/1 -2003パ0/28)

図5 耕地と塩害地の地下水位

3) 土壌水分分布

濯甑前後の耕地における土壌水分分布の変化を観測したところ，耕地では濯

甑後，全層で土壌水分が増大するのに対し，塩害地では濯甑後，横浸透してき

た地下水位上昇に連動して，下層部の水分が増大する結果が得られた。

4) 土層内水分フラックス

対象土層を150cmとしこれを10cmごとに分割する （図 6）。 l番目の土層

中の単位時間保水量変化をAs，，上方への水分フラックス q,.J，下方からのフ

ラックス q，とすると，水収支より（1）式が成立する。

LlS,=q,-q,1 
、
｝
ノ1

 
（
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qo=ETor!R 

ti.Si q1 

2 !J.S2 qz 

3 ti.SJ qJ 

q; I 

!J.S; q; 

図6 土層の分割と水分フラックス

最上層の地表面境界では， qo= E (E：実測蒸発散量），濯甑後の湛水期間中

についてはqo=IR (IR：浸入速度）となる。

(1）式に観測したAS；を適用して，最上層から順次，各深さでの土壌水分フ

ラックスを計算した。計算期間は2003年春第 1回潅瓶（5月11日）から 2回目

の濯甑（6月12日）の潅瓶後まで，および秋の第 5回纏甑（9月27日）から

1ヶ月後の10月27日までの 2回である。いずれの期間とも耕地に蒸発散の大き

な作物はないので，蒸発散量としては裸地からの平均実測値1.9mm/ day 

(Oue et al., 2007）とした。浸透量は塩害地湛水箇所で実測した減水深から

10 mm/ dayとした。

図7に深さ150cmでの日水分フラックスの経日変化を示している。耕地で

15 

三 10

"' 'O E' s 
E 

a 
R空1£9
子、、，
l「、
I'--10 

15 

-20 

図7

フラッヴスの経時変化（03年）

15 

~ 5「 「1
E I 局

~ glb g 26 li1 

If、
I'- 10 

-15 

-20 

フラ yウスの経時変化（03年）

春と秋の濯獄後の耕地と塩害地における水分フラックス変化（2003)
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図8 1韮i院に伴う累計；水分フラックスの変化

は5月の穫甑後 5～6日間， 8m m/ day～13mm/dayの下向きフラックスが

発生し， 7日後以降は約 2mm/ dayの上向きフラックスが第 2回濯概 （6月20

日）まで持続している。塩害地では，この期間中全体にわたってほぼ 2mm/

dayの上向きフラックスが継続している。

秋の第 5回濯甑 （9月30日）では，耕地で濯甑直後ISmm/dayの下向きフ

ラックスとなり，濯甑 3日後は－.§., 10 mm/ dayの上向きフラックスが生じ

る。その後，再び約10mm/ dayの下向きフラックスが10月15日頃まで継続し

た。塩害地では潅甑後， 2日後と 4日後にそれぞれ 1mm/ dayと2mm/ day 

の下向きフラックスを生じたが，それ以外は 4～ 7mm/ dayの上向きフラッ

クスを生じ， 10月20日以降は約 2mm/ dayの一定の上向きフラックスが生じ

ている。

以上のように，濯甑耕地では濯甑直後に大きな下向きフラ ックスを生じ，濯

概後 1週間以降に上向きフラ ックスに転じる。一方，塩害地ではほぼ全期聞を

通じて上向きフラックスが卓越することが確認できた。

図 8は濯甑に伴う水分フラ ックスを累計した結果を示している。 5月の濯瓶

では濯j甑水量90mmに対し，耕地において潅獄後 1週間で約60mmが浸透し

ている。その後徐々に上向きの移動が生じて累積浸透量の絶対値は減少し次

回潅瓶前にほぼゼロとなった。一方，塩害地（c）では，上向きの累計フラッ

クスが単調に増大し，次回の濯甑前までに約80m mを消費している。秋の濯

甑では濯甑水量178mmに対し，耕地の下方浸透は最大150mmに達し， 10月

末までに110mmをネ ットに下方へ浸透している。 一方，塩害地では濯甑 4日

後の 9月30日に累積水分フラ ックスは－.§.ゼロとなり，その後上向きの累積フ

水利科学 No.298 2007 



亦江 中尾河套潅区における園場レベルの水温分動態と地域レベル除塩用水量 21 

ラックスは単調に増大し， 10月27日には75mmを消費している。

上述したとおり，耕地から擢瓶に伴う下向き浸透が地下水を函養し，塩害地

でこれをほぼ単調に消費する水循環構造が形成されていることが分かった。

また， 2005年 5月2日～ 9月5日の濯甑期間中，濯甑耕地（クコ畑）から隣

接する塩害地への横浸透量を推定した結果によると，地下水を通じた横浸透量

が100mm，不飽和帯を通じたものlOmm，合計110mmと計算された。塩害

地では降雨と横浸透量を加えて188mmが蒸発した。その結果，塩分集積量は

耕地でo.o7kg I m2であるのに対し，塩害地では耕地の5.7倍に当たるo.4kg I 

mzと推定され，塩害地への集中的な塩分集積が進行する状況が示された（劉 ・

赤江， 2006）。

N. 地域レベルの塩分動態と除塩用水量

1. 調査の目的

すでtこ述べたとおり，「MissingSalt」の機構の解明は濯区の塩分管理にとっ

て解明しなければならない課題である。本調査の目的は，濯甑水から土壌，排

水路水に至る過程での陽イオン組成変化の分析を通じて，種区における塩分動

図9 採水地点と採土地点

水利科学 No.298 2007 



22 

態を明らかにする （赤江ら， 2004）とともに，地域の塩類化を最も適切に表現

できる除塩用水量を提案することである（Akaeet al., 2007）。

2. 調査の方法

1) 採土および採水地点

調査地点を図 9に示している。土壌の採取は擢区の西部 2点 （沙壕渠試験場，

永済渠試験場），中部 l点 （五原，旭日村），東部 l点 （烏技特前旗）の計4地

点で行った。薩瓶水は，黄河からの取水口である三盛公頭首工の黄河水，黄済

渠中流，永済渠上流，沙壕渠の4地点で採水した。排水については， 一排干溝

から十排干溝までの全ての排干溝の末端，および排干溝と交わる直上流の総排

干溝の計22地点で採水した。

2) 測定項目

用排水系統から採取した水について，電気伝導度 （EC),pHを測定すると

ともに，原子吸光法で Na, Ca, Mg, Kイオンを測定した。土壌については，

蒸留水および lN酢酸アンモニウム（pH7）で抽出液を作成し，同じ陽イオ

ン種につし、て測定を行った。

3. 結果と考察

25 10 
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図10 用水路・排水路・地下水のECとpH
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図11 水路系の陽イオン組成（2005.10)

1) 用水路および排水路水中の陽イオン組成

図10に用水路－排水路 地下水の ECとpHを示している。 ECは用水路で

は最も低く， 0.58～0.60mS /cmであった。支線排水路については，四排干溝

の2.0mS/cmから七排干溝の5.0mS /cmの範囲で，平均3.lmS/cmであっ

た。また，総干溝の末端では3.2mS /cmであった。このように濯甑水と比べ，

。。
20 

~ 40 

）ιE ) 60 

也目
終 80

型→車-I 100 

120 
9 

140 

EC 1 : 5 (mS/cm) 
2 3 4 5 6 7 

図12 土壊中の塩分濃度 (EC1・5）の分布
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排水路水の ECは大幅に上昇した。なお，地下水は永済渠の1.16mS/cmから

沙壕渠2.8mS /cmの間にあり，排水路水に近い陽イオン組成を示した。

図11に水路系の陽イオン組成を示している。用水路水中には NaとCaがそ

れぞれ平均3.8mMol / L, 1.35 mMol / L存在していて，その存在割合は Na

が61%, Caが22%を占める。一方，一排干溝から義通干溝までの排水路水中

では Naが18.3～40.9mMol / L，平均28.8mMol / Lであった。 Caは1.88～

2.69 mMol / Lの範囲にあ り， 平均2.36mMol / Lであった。 Naイオンと Ca

イオンの存在割合は Naが80.7%, Caが7.0%であった。このように排水路水

中では，イオン総量の増大とともに， Naイオンの割合が大幅に増大している

ことが確認された。

2) 土壌中の塩分濃度と陽イオン組成

土壌中の塩分濃度 （EC1 : 5）の分布を図12に示す。耕地では表層 （0.13～

0.22 mS /cm）から下層へ向かつてわずかに上昇し 90cmでは0.26～0.42mS / 

cmとなった。塩害地では 4地点のいずれも全層で耕地より高い塩分濃度を示

すとともに表層へ向かつて大きな塩分濃度上昇を示した。

図13は沙壕渠試験場の 1 5水抽出液中の水溶性陽イオン組成を示す。塩害

地では水溶性陽イオンの総量 （全層平均 5.65meq/100g）の80%以上を Na

が占めた。濯甑耕地の全層平均陽イオン総量は2.13meq / 100 gであった。
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図13 沙壕渠試験場の 1: 5水抽出溶液中の水溶性陽イオン組成

一方，酢酸アンモニウム溶液抽出液の陽イオン組成を図14に示している。酢

酸アンモニウムでは交換性陽イオンおよび非水溶性塩の溶解により生じる陽イ

オンの両方が測定される。図14によると耕地および塩害地のいずれにも60～

90 meq / 100 gに達する多量の Caが保持されていることが分かる。この土の
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陽イオン組成（meq(1 OOg) ' ) 
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沙壕渠誌験場耕地（酢酸アンモニウム抽出） 沙壕渠詰験場塩害地（酢酸アンモニウム抽出）

図14 酢酸アンモニウム抽出溶液中の陽イオン組成

陽イオン交換容量8.42meq / 100 gと比較して，はるかに多くの Caが非水溶

性 Ca塩として存在することが明らかになった。なお，以上の傾向は他の 3地

点の土壌についても共通して認められた。

3) 除塩用水量の推定（Akaeet al., 2007) 

除塩用水量（除塩用水割合， LR）とは，所定の土壌塩分濃度を維持するた

めに必要な全潅甑水量に対する除塩に要する排水量の比として定義される。 一

般には，全塩濃度の指標である電気伝導度（EC）を用いて， LRは次式で定義

される。

LR = EC;w/ ECdw = Ddw/ D山 " (2) 

ここで，叩 ：濯甑水， dw：排水， n：水量を表している。

これまで見てきたように，実際に土壌中を移動集積し士壌塩類化に寄与す

るのは水溶性の Naであることから， Na収支を現状のまま維持するために必

要な排水量割合を新たに定義しこれを LR泊とする。すなわち，

LRNa = CNa,;w/ CN，山 ＝D白 ／D国 (3) 

ここで， CNa，山：濯甑水の Na•濃度， CNa,dw ：排水の Na•濃度て、ある。

全塩濃度 ECで算出した従来用いられている除塩用水量LRを濯区全体につ

いて算定すると0.19となった。これに対し，現在の用排水量比 （Ddw/D;w）は

0.11である。すなわち，全塩収支のパランスを取るためには排水量が大きく不

足していることを示している。これに対し， Na収支に基づく除塩用水量LRNa 

は0.12と算定され，現状の用排水量比でほぼ Na収支のパランスが取れている

ことを示す結果となった。この結果は，塩類化の進行が緩和しているとする農
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家や現地技術者の実感とよく 一致しており， LRNaの方が濯区の塩類化の現状

をより正確に説明できる指標であることを示している。

v.おわりに

濯瓶耕地と塩害地の水分フラックスを，土壌水分変化の測定と蒸発散量の測

定結果に基づいて推定した結果，擢1既後，耕地から地下水へ春と秋の濯甑でそ

れぞれ60mm, 110 mmが函養されており，地下水の水平移動を通じて塩害地

で消費される水稲環構造が明らかになった。塩害地では専ら上向きのフラック

スが発生していることから，濯j既期間の継続とともに隣接塩害地への集中的な

塩分集積が進行すると推定された。

濯i既水から土壌水，地下水，排水路水に至る陽イオン組成の変化および土壌

中の水溶性陽イオンならびに酢酸アンモニウム抽出陽イオンの分析結果は，

Caが土壌中に非水溶性塩として沈澱して循環経路から外れ， Naが卓越して移

動集積する事実が明らかになった。この事実に基づいて Na収支を取るための

除塩用水量 LRNαを用いて，種区全体の除塩用水量を求めたところ，ほぼ現状

の用排水量比と一致した。したがって， LRNaは「全塩濃度による塩分収支で

は塩の蓄積が進行しているが，塩類化は緩和している」とし、う種区の塩類化の

実態を，より正確に表現する指標であることが明らかになった。
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