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八郎潟干拓地大区画水田における移植前落水に伴 う水質汚濁負荷量とその特徴

原田久富美*1・太田 健 *2・進藤勇人*3・小林ひとみ叫 ・伊藤千春料
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1 はじめに

水田群からの排水や水田につながる小河川などを対象に

した調査から，水田につながる水系で、は，代かきから移植

時に水質悪化が見られることが報告されている l叫.この

水質負荷は，水田に施用された肥料成分，あるいは代かき

や強風などで巻き上げられた栄養塩類等を含む土壌粒子

が，漏水や表面排水などによって水田外に排出されること

が原因である.代かき期における肥料成分の流出につい

て，窒素成分はかん水後速やかに流出し，リンは懸濁物質と

共に流出することが指摘されている 4) 近年，側条施肥や

育苗箱施肥など田植え同時施肥技術が開発され，水田外に

排出される肥料成分を削減することが可能になっている.

代かき後に土壌粒子を含む濁水を排出させないために

は，代かきしない水稲不耕起栽培，無代かき栽培などの導

入が抜本的な対策である 10) 育苗箱全立施肥による水稲不

耕起栽培は，慣行の代かき栽培と 同等の収量が得られるう

えに，温室効果ガス発生量を減少させるなど環境に優しい

農法といえる 11) しかし，不耕起栽培では，春雑草への対

策，水もちを確保するために透水性の低い土壌条件，専用

田植え機の整備などが必要になる.無代かき栽培の場合，

不耕起栽培と同様に透水性の低い土壌条件が必要になるこ

とや圃場の均平や移植精度を確保するための機械装備な

ど，普及上の課題が残されている.

代かき作業は水田から土壌粒子を排出させる原因となり

うるものの，一方では，圃場の水持ちを高めたり ，均平や

移植精度の確保，雑草対策など，生産性を高める上で優れ

た面が多く ，現在の慣行作業体系の中に組み込まれてい

る.したがって，代かき水田からの濁水を防止する技術開

発を行うことが重要と考えられる.

これまで，代かき濁水を防止する取組みは，湖、沼の水質

問題を抱える地域を中心に取り組まれてきた.畦畔管理を
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徹底して漏水を防止し，代かき濁水を排出させないことな

どは，肥料成分を流出させないための取組みと共通である

が，それ以外にも代かき濁水による水質負荷を軽減する方

法が提案されている.代かき時の湛水深を浅くしてわらの

排出を抑えると同時に落水量を抑制すること l刊代かき

後，すぐに落水しないで土壌粒子を沈降させてから移植前

落水することl3k石こうやケイ酸石灰資材を投入して土壌

粒子の沈降を促進すること 14-17)などが報告されており ，

一連の対策技術としてまとめられている 18) また，代かき

濁水に含まれる土壌粒子は栄養塩類や放射性元素，有機汚

染物質などを吸着して，系外への輸送を媒介するので，代

かき濁水対策は，水田外への環境負荷を考える上でも重要

である 19) また，土壌粒子の排出は表土が失われることで

あり ，農地の保全の点からも重要な問題と考えられる.

本研究では，八郎潟干拓地内にある 1ha規模の農家圃

場を調査対象とし，代かき濁水の排出について実態把握を

試みた.八郎潟干拓地では，土壌の主要な粘土鉱物は分散

しやすし、スメクタイトであり ，粘土含量は平均で 50%を

超えることが報告されている 20) また，代かき時期の荒天

が干拓地からの排水の水質を悪化させることが，しばしば

観察される.これらの土壌条件や気象条件が代かき濁水に

影響すると考えられるが，その影響については未解明であ

る.さらに，土壌，気象条件の他にも，移植前に行われる

落水の方法や排水量などには農家間，圃場開で大きな違い

があると考えられ，作業的な要因も代かき濁水に関係する

と予想、される.そこで，本報告では，調査の焦点を移植前

落水に伴う水質汚濁物質排出量とし，代かき水田のみなら

ず不耕起，無代かき水田も含めて調査を行い，代かきの有

無の影響について明らかにすることを試みた.さらに代か

き水田からの濁水排出に関係する要因を明らかにすると同

時に，濁水防止方策について検討を加えた.

2. 調査方法

1 )調査圃場

水稲の移植前落水に伴う水質汚濁について，1999から

2006年に，八郎潟干拓地内の A，C， D， E， G， Hの 6

地区に位置する 1.25ha区画(おおよそ 125m X 100 m)， 

もしくは畦畔をとり 2圃場を lつにした 2.5ha区画の農

家闘場を調査対象とした.干拓地内の各地区ごとの調査数

は 17圃場 (A地区)，10圃場 (C地区)，16圃場 (D地

区)，18圃場 (E地区)，26圃場 (G地区)，23圃場 (H
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代かきから移植期における回面水質と湛水深の変化

(2005年)

JT5園場の代かき作業は4月28日と 5月2日，JT 9圃場は，

4月29，30仁1，5月4[1， JTIO圃場は4月29，30日， 5月4

日であった.図中矢印は各圃場の植代日を示す.JT 10圃場の

前作は夕、イズ，その他圃場は水稲であった.最大風速はアメダ

ス大潟のデータ.

5/13 5/10 5/7 5/4 5/1 

図 1

程度の水深となるようにかん水されており ，水深の増加に

伴って田面水 ECが低下することも示されている.また，

5月 4，7， 10日には田面水の SS濃度が急激に高くなり ，

その後，徐々に濃度が低下するパターンとなることが示さ

れている.5月 4日の JT10圃場における SS濃度の上昇

は，代かき作業が原因であるが，7および 10日について

は，強風のために土壌粒子が巻き上げられたためであっ

た.田面水質は，代かき，水管理や強風により大きく変動

することが明らかとなった.

2 )移植前落水に伴う水質汚濁負荷量の推定方法

農家圃場において，移植前落水を開始してからの水深と

SS濃度の変化を図 2に示した.1. 25 haの大区画水田で

は， 落水開始から 4~6 時間程度で排水されることが多し

なかには 9時間以上にわたってゆっくりと排水された圃場

も認められた.SS濃度では，E 181， E 182， A 13岡場の

ように落水開始直後には極端に高くなる場合があること，

また経時的な変化があまり見られない場合，徐々に SS濃

度が低下する場合，さらには E182圃場のように SS濃度

が低下した後に再上昇する場合が認められた.

農家水田における移植前落水に伴う水質汚濁負荷量を明

らかにするためには，水田からの水質汚濁物質排出量を推

定する必要がある.そこで，図2に示したデータを用い

て，落水開始から 30分ごとに水質汚濁物質濃度と田面水

位の変化量を調査して推定する経時調査法と，落水開始

30分後の水質汚濁物質濃度と落水深から推定する簡易法

果

1 )移植前湛水期間における図面水質の変動

農家圃場における移植前の湛水期間中の回面水質の変化

について調査を行い，2005年における調査事例を図 1に

示した.これらの聞場では，4月中に荒代，そして 5月

2~4 日に植代を行い， 代かき作業が終了している . 植代

前の水深は 2~4 cm 程度であったが， その後， 6~12 cm 

地区)であり ，一部の地区に偏らないように調査を実施し

た.また，耕起別にみると，代かき水田 72圃場， うち畑

作後初年目(以降，代かき畑後とする)は 14圃場，不耕

起水田 13圃場，無代かき水田 25闘場で，のベ 110圃場で

あった.一部の水田では繰り返し調査を行った.水田土壌

の土性は重埴土であった.

調査圃場における移植前の本田施肥は，米ぬか，籾殻，

あるいは魚、かすを主成分とする有機質資材が 500~800 kg 

ha-1施用されるか，無施肥であった.無施肥となる理由

は，この地域では，通常，畑転換後，復田初年目の場合無

施肥で栽培されるため，あるいは育苗箱全量施肥が普及し

ているためで、ある.元肥として化学肥料が施用された圃場

は今回の調査では含まれていない.

2 )農家圃場における水質調査方法

代かき後から，移植前の湛水時期の調査で、は，毎日，午

前中，1圃場あたり畦畔際の 4ヵ所から田面水を採水後，

混合して 1サンフ.ルと した.湛水深は，ほぼ等間隔となる

ように畦畔近くの 8カ所の水深を計測し，その平均値とし

Tこ.

移植前落水による水田排水の調査で、は，水尻の排水ボッ

クスの止め板をはずして落水を開始した後，30分程度経

過後に採水し，落水直前の湛水深は，水尻と水口のほぼ中

間点の畦畔近くの水深とした.水田からの排水量は落水深

と面積から推定した.

移植前落水を経時的に採水する場合，排水ボックス内か

らポータブルサンプラーISCO3700型(ISCO，Lincoln) 

を用いて，30分間隔で、落水が終了するまで採水した.こ

のときの排水量は，水田内に減水位計 RR-200 (池田計

器，東京)を設置して田面水位の変化から推定した.

3 )水質分析方法21) 

j替、濁物質 (SS) は，ガラス繊維滅紙により採取し，

105
0

Cで乾燥後，質量を測定することにより分析した.有

機炭素は，有機炭素分析音1-TOC-5000 A (島津，京都)を

用いて分析した.全窒素 (T-N)および全リン (T-P)

は，ペノレオキソ二硫酸カリウムを用いて分解後，全窒素は

紫外吸光光度法，全リンはモリブデン青吸光光度法により

定量した.電気伝導率 (EC)は，電気伝導度計を用いて

測定した.

4 )統計検定方法22)

分布の正規性検定， ノンパラメトリック手法による平均

値の差の検定，回帰分析，相関分析は，統計計算ソフト

ウェア Rver 2.5.1 Vこより行っ7こ.

結
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経時変化

A 13および A132は右目盛の ss濃度に対応している
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図3 経時調査法と簡易調査法により推定した移植前落水に伴

う水質汚濁物質排出量の比較

経時調査法では，30分ごとに排水中の水質汚濁物質濃度と田

面水位を測定し積算することにより水田からの水質汚濁物質排

出量を推定し，簡易法では，落水開始 30分後の水質汚濁物質

濃度と落水前田面水位から水質汚濁物質排出量を推定した.各

水質汚濁物質についての原点を通る回帰直線式と傾きの標準誤

差，決定係数，有意水準はそれぞれ， SS: Y=1.21土0.02

X， R'=0.999， t<O.OOl; TOC: Y二1.05::t0.03X， R'= 
0.995，ρ<0.001; T-N: Y=1.12::t0.03X， R'二 0.996，

t<O.OOl; T-P: Y=1.15::t0.04 X， R'=0.991，ρ<0.001 

であった.いずれも η二 7.ただし，図中に示した直線は Y=
Xである.

による水質汚濁物質排出量を比較した(図 3). その結果，

SS， TOC， T-N， T-Pのいずれにおいても，簡易法によ

る推定結果は，経時調査法の結果に比べ高めの値となる傾

向があるものの，高い相関関係が認められた.そこで，簡

易法を用いて移植前落水に伴う農家水田からの水質汚濁物

質排出量を推定した.

3 )移植前落水に伴う水質汚濁負荷の基本統計量

移植前落水に伴う農家水田からの水質汚濁物質排出量の

最大値と最小値には 100から 2，000倍の違いがあり ，ま

た，著しい偏りが見られたので，データ分布は横軸を対数

として示した(図 4).いずれの水質汚濁物質排出量にお

いても，不耕起，無代かき水田からの排出量は代かき水田

に比べて小さくなる場合が多く ，さらに代かき水田の場

合，前作が畑の場合は水質汚濁物質排出量が高くなりやす

いことが示されている.また，水質汚濁物質排出量の対数

値の分布について，Shapiro-Wilk法により正規分布への

適合性を検定した結果， 5%水準で正規分布として扱うこ

とに問題がないと判断された.また，EC， pHについて

も正規分布として扱うことができるが，一方，水深の分布

は正規分布に合致していないと判断された(結果は示して

いなし、).

調査圃場の耕起方法別に，落水深と水質から推定した水

質汚濁物質排出量の平均値を表 lに示した.代かき水田に

おける移植前落水直前の湛水深の平均値は 70mm程度で

あり ，一方，不耕起，無代かき水田では落水深の平均値は

代かき水田よりも浅く，さらに代かきしないために水質汚

濁物質濃度が低くなる相乗効果もあり，不耕起，無代かき水

田からの水質汚濁負荷は代かき水田に比べて小さかった.

水質汚濁物質排出量の相互の関係について見ると(図

5)，いずれの水質汚濁物質排出量も SS排出量と高い相関

関係が認められた. このことは，土壌粒子の懸濁，排出が

移植前落水に伴う水質汚濁の支配要因であり ，土壌粒子を

水田外に排出しないことにより TOC，T-N， T-Pなどの

抑制も可能になることを示している.そこで，土壌粒子の

排出，すなわち SS排出に焦点をあてて水質汚濁に関係す

る要因について検討を加えた.

表 2には，移植前落水に伴う SS排出量の基本統計量を

示 した.前歴が水田の代かき水田では，算術平均値が中央

値，幾何平均値よりも大きくなっており ， このことは SS

排出量が高くなる場合は少数であるものの，全体の排出量

に大きな影響を与えていることを示している.すなわち，

水田からの移植前落水に伴う水質汚濁物質排出量を抑制す

るためには，代かき水田から SSが多量に排出される場合

について検討することが重要である.一方，代かき畑後の

場 合，水田履歴の場合に比べて SS排出量の平均値は

2~3 倍程度大きくなるが， 最大値は水田履歴の場合に比

べて大きな違いは認められなかった.不耕起，無代かき水

田の最小値が Oとなっているのは，落水しない場合があっ

ためである.また，表 2には SS排出量の常用対数値の平

均値と標準偏差についても示した.

4 )移植前落水にともなう水質汚濁負荷に対する強風お

よび圃場前歴の影響

図 Iで示したように，移植前湛水時の強風は田面水を濁

らせるので，移植前落水に伴う水田からの水質、汚濁負荷に

強く関係すると考えられる.そこで，八郎潟干拓地に設置
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図 4 移植前落水に伴う水質汚濁物質排出量の常用対数値ヒストグラム

横軸の数値は各階級の上限値の常用対数値を示す.

表 1 移植前落水に伴う水田からの水質汚濁物質排出量の平均値

耕起法 水深.*本 EC SS'*' TOC本本 T-N***
標本数 pH*** (r1C _，-'¥ f1_~ h ~ - ' (圃場前歴 (111111) (c1SI11-') (kgha-') (kgha-') (kgha-') 

イ勺かき 72 70 7.30 0.377 712 20.0 5.06 

代かき(水田 58 69 7.30 0.377 516 16.8 4.29 

代かき(畑 14 76 7.30 0.376 1，525様車 33.4" 8.29戸

不耕起 13 36 7.10 0.408 11 3.0 0.49 

無代かき 25 42 6.68 0.365 33 4.6 0.82 

T-P本容*

(kgha-') 

0.82 

0.67 
l. 48戸

0.06 

0.14 

日本戸<0.001水準で，1くruskal-Wallisの方法により耕起方法問で有志差あり .

で，Kruskal-Wallisの方法により闘場前歴聞で有志差あり .
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図5 移植前落水に伴う SS排出量と水質汚濁物質負荷の相関関係

日本 T<0.001で有意な相関あり .縦軸，横軸は常用対数値.η=106.

表 2 移植前落水時に水田から排出される懸濁物質推定量の基本統計盆

標本数 算術平均値 中央値 幾何平均値 標準偏差 最小 最大 算術平均値b

(kg ha-I
) 

標準偏差b

代かき 72 712 215 234 1，188 6 6，581 3.17 0.83 

{勺かき(7}<.回 58 516 186 173 1，032 6 6，581 3.04 0.79 

代かき(畑 14 1，525 1，431 818 1，472 475，590 3.75 0.78 

不耕起 13 11 7 11 12 0 37 l.67 0.51 

無代かき 25 33 9 12 75 0 303 l. 70 0.65 

a不耕起，無代かきの基本統計量は落水がない場合の観測備を除いて算出した常用対数に変換した値について算出

し7こ.

されたアメダスの大潟観測地点において最大風速が 6m

S-I以上となる風が観測された日を強風日として，移植前

落水が強風後当日および翌日に行われた場合とそれ以降に

分類し，それぞれ算術平均値を計算した(表 3).

また，SSに限らず他の水質汚濁物質で、もみられ，土壌粒子

の沈降を待つことで強風による影響を回避できることが示

されている.しかし，強風の影響を避けるために移植日を延

ばすことは苗質の維持や適期移植に問題があるので汚濁防

止技術としては制約が大きいと考えられる.濁りの程度が

弱し、閏場から順に移植することなども考えられるが，強風

の影響を回避するための方策について検討が必要である.

圃場前歴が水田の場合，強風日の当日，翌日に落水する

とss排出量が 991kg ha-Iであるが，2日後以降に落水

すると 273kg ha-Iとなる.この傾向は履歴が畑の場合，
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T-P 
(kg ha-1

) ¥111111) (dS 111-1
) (kgha-1

) 

)0 1024寧ホ*

70 462 

37 814" 

39 273b 

水田および畑 2日以内 32 72 0.38E 

水田および畑 3日以降 40 68 0.3 

水田 2日以内 26 72 0.3ζ 

水田 3日以降 32 66 0.3E 

畑 2日以内 6 73 0.398 1932" 30.8 a 11.71 1. 70 " 

畑 3日以降 8 78 0.374 1220" 35.4 a 5.73 1.31 ab 

水質汚濁物質排出量は算術平均値として示した A アメダス大潟で最大風速 6111c1以上が観測された臼を強風日

として落水までの日数.圃場履歴が 「水田および畑」の場合について，日・p<O.Ol， 本 t<0.05，リ<0.1水準

で，Kruskal-Wallisの方法に より有意差あり .ab Tukey-Kral11erによる多重比較検定法により ，園場履歴が

1*回」と「畑Jを含め，常用対数値について異文字聞で有意差あり (ρ <0.05).

さらに，畑作後初年目(代かき畑後)の場合，観測数が

少ないものの，強風後 3日以降の場合も ss排出量は

1，220 kg ha-1と高く ，代かきや強風による水質汚濁は時

聞が経過しても改善されにくいことが示されている.この

ことは図 lに示 した湛水期間中の田面水質の変化にも示さ

れている.すなわち，JT 10圃場の前歴は畑であり，強風

の影響をうけた 5月 10日以降，水田履歴の JT5および

JT 9圃場に比べて田面水のss濃度が高く維持され，土

壌粒子が沈殿しにく い傾向が見られる.

5 )移植前落水にともなう水質汚濁負荷に対する湛水深

の影響

農家圃場の調査の際に，水深が浅い場合には，強風が吹

いても田面水の波立ちが小さいために田面水が濁りにくい

ことが観察された(データ未掲載).そこで，排水中 ss
濃度の対数値と 湛水深の関係を調べてみると，湛水深が

30mm以下と，ごく浅い場合には排水量が減少すること

になり ，さらには 1，000mg L-1を超えるようなss濃度

が観察されず，その結果として ss排出量 も小さくなる傾

向が見られた(図 6左). SS 濃度について対数値を用い

て示した理由は，図 4と同様にデー タの分布があま りに広

いためで、ある.さらに，湛水深が大きくなると ss濃度お

よびss排出量の最低値が高くなる傾向も認められ，湛水

深と ss濃度および排出量の対数値には弱し、ながらも有意

な相関関係がある(図 6). これらのことは，湛水深を浅

くすることにより ，排水量を抑制することが移植前落水に

伴う水質汚濁の削減につながる可能性を示 している.

一般に，土壌粒子は負荷電を帯び、たコロイドと して回面

水中に分散しており ，田面水中の電解質濃度が高くなると

コロイド聞の反発が弱まり，凝集，沈殿しやすくなること

が知られている.この現象を利用して，代かき後に石こう

などの電解質を加える水質汚濁防止技術が提案されてい

るl←17) 図 1では，代かき直後の田面水の ECは用水の

ECよりも高いが，湛水深を深くすると田面水 ECが低下

することが示されている.移植前落水においても，湛水深

とECおお、よび

関係が認められる(図 7η). これらのことから，代かき後

に浅く湛水したままであれば電解質濃度が低下せず，回面

水中に懸濁された土壌粒子の沈降を促進できる可能性も考
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図7 移植前落水直前の湛水深と排水の ECおよび SS排出量

の関係

O代かき，・代かき畑後.排水中 SS濃度およびSS排出量は

いずれも常用対数値で示した."'t<0.001で有意な相関あ

り.η=72.

えられる.

つまり ，移植前の湛水深を浅くすることにより ，落水量

を抑制することができれば，図 6vこ示されたようにss濃

度が低下する効果も期待でき，水田からの排水量を削減す

ること以上に，汚濁負荷を低減できる可能性がある.湛水

深を抑制した場合の水質汚濁負荷量は，農家の代かき圃場

の調査データから一定以上の湛水深をもっデータを除外す

ることにより推定できる(表 4).落水時の湛水深を現在

の平均値より若干低い 60mm以下にできれば排水量の平

均値は 70mmから 46mmとなり 3割程度削減され，さ

らにss排出量は 712kg ha-1から 329kg ha-1へ5割程
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表 4 湛水深を抑制した場合の移植前落水に伴う水田からの水質汚濁負荷量の推定

シナリオa 標本数
強風後 水深 EC SS TOC T-N T-P 
日数 (mm) pH (dS m-I

) (kg ha-') (kg ha-') (kg ha-') (kg ha-') 

40mm以下 14 5噂 33事本車 7.20 0.422 202ホ 10.4 1.50日本 0.26 •• 

60mm以下 36 4.9 46車 場 事 7.30 0 . 410 329 • 11 .8 2.62・ 0.41* 

80mm以下 51 4.1 55 *日 7.28 0.401 615 18.9 4.24 0.79 

現状 72 4.0 70 7.30 0.377 712 20.3 5.06 0.82 

aシナリオの現状とは全データ ，80mm以下とは 85mm以上のデータを除外して算術平均値を計算した.日*戸<

0.01， .* t<O.Ol，事 T<0.05水準で， Mann-WhitneyのU検定により現状に比べて有意差あり .

度削減できる可能性が示されている.つまり ，代かき水田

からの ss排出量を現在の半分にするためには，移植前落

水直前の湛水深が 60111111を超えないように抑制すること

が lつの目安になると考えられる.

4. 考 察

1 )移植前落水に伴う排水の水質変動要因と水質汚濁物

質排出量の簡易推定法

八郎潟干拓地では，1農家あたり 15haを所有する経営

単位が基本であり ，効率的に作業を行うため，代かき作業

をほぼ終了してから移植することが慣行の作業体系になっ

ている.耕起後の代かきは土塊の隙聞から水が見える程

度，荒代後の場合も浅い水深で行うことが多い.これは深

く湛水して代かきすると，稲わらが田面に浮き，風で吹き

寄せられ，苗の移植精度を著しく低下させるためである.

代かき作業の終了後は，4~10 日程度湛水された後， 田面

水をほぼ全量排出して移植する手順となっている.湛水期

聞を設ける理由は，土壌を落ち着かせて浮苗を防止するこ

と，土壌表面の乾燥を防ぐこと，雑草を抑制することなど

であり ，その後，田面につけた田植え機のマーカ跡を見な

がら田植え機を運転するために落水される.図 lに示され

た田面水質の変動は，この地域では典型的な作業体系下で

測定されたものであり ，田面水質は，代かき作業や強風の

影響をうけながら，ss濃度が大きく変動することが示さ

れた.一方，結果は示していないが，TOC， T-N， T-P 

濃度も ss濃度と同様の傾向を示すものの，TOC， T-

N， T-Pでは溶存画分が高いために，ss濃度よりも変化

が小さかった.

さらに，移植前落水における大区画水田からの排水は数

時間程度を要し，排水水質は落水途中においても変動する

ことが明らかとなった(図 2).落水開始後の ss濃度が

高くなる理由として，一時的に排水の水流により排水口周

辺の土壌が流出すること 23)が主たる要因と観察された.

また，ss濃度が徐々に低下する理由は，時間の経過とと

もに土壌粒子が沈降すること，もともと水口周辺に存在し

た田面水はかん水の影響を受けて ss濃度が低いこと，な

どが関係すると考えられる.さらに，E 182圃場における

落水中の ss濃度の上昇は，落水後に田面水深が浅くなっ

てから 5月22日深夜に降り始めた降雨が原因と考えられ，

A 132圃場の ss濃度の上昇も水深が浅くなってからの降

雨の影響と考えられた.このように様々な要因が排水水質

に影響すると考えられた.

簡易推定法による移植前落水に伴う水質汚濁物質排出量

は経時的に調査して推定した方法と高い相闘が認められた

が，一方，回帰式の傾きから簡易法による推定値は経時調

査法よりも若干高めの値となっていた.この原因は，

A 132圃場等では排水中の ss濃度が落水直後から経時的

に低下する傾向があることに関係すると考えられるが(図

2)， SS濃度が上昇する場合が観察されるなど，推定精度

の向上を図るためには，検討する余地も残されている.

2)移植前落水に伴う代かき水田からの水質汚濁負荷と

不耕起，無代かきによる水質汚濁負荷抑制

八郎潟残存湖の集水域の水田面積は約 2万 haであり ，

そのほとんどは代かき水田なので，流域の全水田から今回

の調査結果と同程度である 70111111が移植前に排水される

と仮定すれば，排水量は 1，400万 tと計算される.これ

は，1億 3，000万 t程度と推定されている八郎潟残存湖の

貯水量の 11%に相当する水量で、あり ，八郎潟残存湖の水

質に対する水田農業の影響の相対的な大きさを示してい

る.また，移植前落水による八郎潟残存湖水質への影響や

落水深の抑制による水質保全効果などについては， 今後，

水質モデルを用いることなどにより ，水質へのインパクト

を明らかにすることが重要であろう .

今回の調査結果では，代かき水田から移植前落水に伴う

SS排出量の平均値は 700kg ha-'程度であるが，滋賀県

および秋田県における水田群からの作付け期間全体の SS

排出量は，それぞれ 7295
)，8767

) kg ha-'と報告されてお

り，水田からの移植前落水だけを調査対象とした本研究の

結果とほぼ同じ水準である.八郎潟干拓地は粒子が小さく

分散性しやすいスメクタイト 含量が高い土壌条件のため

に，作付期間全体の SS排出量は他地域より高 くなる可能

性も十分に考えられる.また，水田群と個別水田の違いも

考慮する必要がある.

不耕起，無代かき水田において湛水深が小さくなる理由

は，不耕起水田ではわらを浮かさないようにするため，無

代かきでは浮苗を防止するなど移植精度を確保するために

浅めに湛水管理されるためと考えられる.不耕起，無代か

き水田では，代かきによる土壌粒子の懸濁がなく排水量も

少ないので，水質汚濁物質排出量が代かき水田に比べて非

常に低くなることが確認された.
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3 )移植前落水に伴う水質汚濁負荷に対する強風および

圃場前歴の影響

強風の基準を 6m c lとした場合，移植前落水に強風の

影響が見られた(表 3).強風の基準を 6m clとした理由

は，経験的に、湛水期間の田面水調査において濁りが観察さ

れる場合には，日最大風速が6m c l以上となるこ とが多

かったためで、ある.さらに，過去 10年間のアメダス大潟

のデータを調べてみると，最大風速 6mclを超える風

は，代かきから移植期では 4日に 1度の頻度で観測されて

いた.さらに，酒田，柏崎，金沢，富山， 敦賀，鳥取のア

メダスデータを調べてみると，最大風速 6111 clを超える

風は，2004~2006 年の平均で 2~6 日に 1 度の割合で認め

られる.観測地点の状況や地域的な条件などに違いもある

ので，強風としての基準が八郎潟干拓地の場合と同 じ6111

S-I以上でよいかどうか確認する必要があるが，この時期

の強風は，日本海沿岸地域ではよく見られる気象条件と考

えられる.

代かき畑後の場合に移植前落水の水質汚濁が高くなる理

由として考えられることの一つは，代かき作業の違いであ

る.調査圃場における畑作時の作付けはダイズ，メロン，

カボチャであるが，畑作後は土壌基盤が安定していること

もあり ，畦を均平にならすために丁寧に代かき作業が行わ

れることが多い.丁寧な代かき作業により土壌がより強く

破砕されることが土壌粒子をより懸濁しやすくする可能性

が考えられるが，その影響については未解明である.今

後，粘土の分散性の変化などの視点も加えて検討を加える

ことが必要であろう.

4 )移植前落水に伴う水質汚濁負荷に対する排水水質の

影響

赤江14)は主要な粘土鉱物がハロイサイトである土壌を

用いて，土壌懸濁溶液の pHが5以下で Naや Caなどの

イオンがわずかに添加されることが懸濁された粘土の凝集

条件であることを示しているが，本研究では pHが5以下

の水田排水は観察されず，また排水の pHとss濃度には

関係が認められなかった.八郎潟干拓地の水田条件で、は田

面水の pHが排水水質に影響を与えている可能性は低いと

思われる.

湛水深と排水 ECには負の相関関係が認められたが，代

かき後の田面水に含まれる電解質の給源について考えてみ

ると，調査対象とした農家圃場の本団施肥は，無施肥， 有

機質資材と育苗箱全量施肥の併用，もしくは有機質資材の

施用であり ，化学肥料が元肥として施用された圃場が含ま

れておらず，田面水に溶解する電解質成分が化学肥料に由

来することは考えにくい.さらに，有機質資材の施用量は

haあたり 800kg以下しかなく ，有機質に含まれる電解質

量を考慮すると有機質資材の施用が田面水 ECの上昇に及

ぼす影響は小さいと思われる.以上のことを考えると電解

質の主要な給源は土壌であると考えられる.

落水深を抑制すると水質汚濁物質排出量が排水量以上に

削減される可能性が示されたが(表 4)，これは，移植前

の湛水深がごく浅い場合にss濃度が高くなりにくかった

ため(図 6) と考えられる.この現象に関係する要因とし

て，排水 ECが高くなり ssが沈降しやすくなる可能性を

示したが(図 7)，排水 ECとss濃度の対数値の相関関係

は必ずしも強くない.圃場における観察結果では，湛水深

がごく浅い場合には，風により波が発生しても土壌表面が

撹乱されるほど大きな波が発生しない場合が多いので，風

による波の影響の方が，湛水深が浅い場合に排水の ss濃

度が高くなりにくいことに関係する可能性が考えられる.

最後に，移植前落水時の湛水深を浅くして排水量の削減

に努めることは，圃場の均平確保など，より精度の高い圃

場管理が必要であるが，水田の漏水対策と同様に，代かき

や強風で濁った水を水田外に排出する量を減らすことにな

る.代かき時期の土壌粒子の流出は，水田が水質汚濁原因

になっていることが明らかな現象であり ，水質保全的な水

田農業確立のために削減対策が必要である.水質移植前の

落水を抑制することは，水質保全に配慮した水田農業の基

本技術の一つになると考えられる.

5.要 約

八郎潟干拓地の農家水田において，水稲移植前落水に伴

う水質汚濁負荷を調査した.水田からの水質汚濁負荷は，

落水直前の湛水深と 30分程度経過した後の水質分析値か

ら推定した.70筆以上の代かき水田における移植前落水

直前の水深の平均値は 70ml11であり ，排出される水質汚

濁負荷の平均値は，懸濁物質 (SS)712 kg ha-1，有機炭

素 20kg ha-I，全窒素 5. 06 kg ha -1 ，全リン 0.82kg ha-I 

であった.また，SS排出量と水質汚濁物質の排出量には

高い相関があり ，土壊粒子の流出を抑制することが，水質

汚濁負荷の抑制につながると考えられた.また，前歴が畑

の場合，水田の場合よりも水質汚濁負荷の平均値は 2~3

倍に高くなっていた.移植前落水時の水質汚濁負荷は強風

の影響を強く受け，アメダス大潟で日最大風速が 6m c l

を超えた場合に強風日とすると，強風日の当日および翌日

落水した場合の SS排出量は 1， 024 kg ha -1であったが，

一方，3日以降に落水した場合は 462kg ha-Iと大幅に小

さくなった.また，湛水深と SS濃度の対数値，および排

出量の対数値には有意な負の相関関係が認められ，湛水深

がごく浅い状態ではss排出量が高くなりにくいことが観

察された.移植前落水直前の水深を抑制することが水質汚

濁負荷の抑制につながることが示された.さらに，落水時

の湛水深を 60111111以下にすることができれば，排水量は

3割程度削減され，ss排出量を 5割程度削減できる可能

'1生がある.
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Estimations and Characteristics of Water Pollutant Load from Large Scale Paddy Fields in 
Hachirogata Polder 

Hisatomi Haradal， Takeshi Ota2， Hayato Shindo， Hitomi Kobayashi and Chiharu lto 
(Ogat.αExρFarm， Agric. E~ρ . Stn.， Akita Pref Agric.， Forest. Fish. Res. Cent. ， 

ρresent addresses : l Min. Agric. Forest. Fish.， 2 Nall. Agric. Res. Cent.， Natl. Agric. Food Res. Organ.) 

1ベ1ater pollutant load from paddy fields accompanied by drainage just before seedIing transplanting was 
investigated in Hachirogata polder， in northern ]apan. The drainage is mainly conducted to keep transplant-
ing precise. The pollutant load was estimated by multiplying water depth just before the drainage and the 
water pollutant concentration in drainage water. Over 70 paddy fields were investigated for puddling 
cultivation. The average water depth was 70 mm and the average water pollutant loads for suspended solids 
(SS)， total organic carbon， total nitrogen and total phosphorus were 712， 20， 5.06 and 0.82 kg ha-I， respective 
ly. Only small water pollutant loads were observed for・ no-tillingand no-puddling cultivations， which omit 
puddling. The SS load and the other water pollutant loads were highly correlated， and therefore the reduction 
of SS load simultaneously leads to a reduction in the other pollutant loads. The average pollutant loads from 
paddy fields with upland cropping in the previous year were 2 or 3-fold higher than those fr0111 paddy fields 
with rice cropping. The wind enhanced the pollutant loads before the drainage. The average of SS loads found 
on the windy and the following day was 1，024 kg ha ¥if a windy day is defined as the maxi111u111 wind speed 
in Ogata (AMeDAS) exceeding 6111 cl， while the SS load decreased to 462 kg ha-I when the paddy water was 
drained after the foI1owing day. High SS load was not observed when the depth of paddy water was less than 
30 111m and significant correlations were observed between the water depth and the logarithm of SS concen 
tration or SS load. These results i111ply that reduction in the water depth leads to a reduction the water 
poI1utant load frolll paddy fields accompanied by drainage. If the water depth is reduced to less than 60 mm， 
it lllight to be estimated that 30% of the drainage water and 50% of water pollutant loads will be reduced. 

Key words nitrogen， organic carbon， paddy， phosphorus， puddling， soil erosion， suspended solid， water 
pollution 

(Jpn. ]. Soil Sci. Plant Nutr.， 79， 53-60， 2008) 
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