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能登半島地震による被害水田の復旧対策

北田敬宇1)・源 裕 2)・高瀬裕章 3) 

Maintenance Method for restoring Paddy Fie1ds damaged by The Noto Hanto Earthquake 

Keiu KITADA， Hiroshi MINAMOTO and Hiroaki TAKASE 

Swnmary 

The Noto Hanto Earthquake occurred on 25 March 2007. This huge earthquake caused extensive 

damage to the 1ands for agricu1tura1 use. 

In the damaged terrace paddy fie1ds， there are crack and co11apse of 1evee and unevenness of 

the surface 1eve1 of fie1ds， destruction of p10w sole by 1iquefaction， mixture of sand to the 

subsoil. 

Therefore， to restore them， maintenance method through farming effort of producer was 

investigated. 

1 ) Perco1ation contro1 by the use of clayey soi1 ar田町iments

In damage of paddy fie1ds (crack of depth:40-60cm， width:1-11cm)， to restore crack the area 

of cracked point were dig up， and app1ied bentonite to crack point at the rate of 10 ton/ha and 

tamped using stick. Furthermore remaining bentonite was app1ied to a11 over the fie1d. 

As a resu1t， water 10ss in depth in the growth stage from transp1anting through midsummer 

drainage time was very simi1ar for both damaged a paddy fie1d and non-damaged a paddy fie1d. 

As a resu1t of soi1 profi1e investigation， it was observed that crack points were filled up with 

bentonite， suggesting the effects on the contro1 of perco1ation. 

2) Land 1eve1ing by cu1tivation management 

The degree of 1and 1eve1ing was reduced from 17cm to 8-14cm through the soi1 pudd1ing. However， 

even 1and 1eve1ing was done by the soi1 pudd1ing， 1t was found to be ineffective. 

In the submerged area of seed1ing， high of rice p1ants was extended and ear1y growth and 

deve10pment was inadequated by the increase in the occurrence of a1gae in the water. 

Therefore it was deemed important to drained treatment repeated1y and to growth stimu1ation 

by the drainage of surface water. 

3) Sand b10w conservation and rice p1ant growth 

The occurrence of sand b10w in paddy fie1d was observed 1-3 point(diameter:1m， heigh:5cm). 

Sand b10w soi1 was characterized by the abundance of grey fine sand and 10w soi1 ferti1ity， etc. 

Perco1ation and unevenness of the surface of fie1d was not observed due to nothing of the ho1e 

of sand b10w and 1ess of quantity of sand b10w soi1 contamination. However in the area with 1arge 

amounts of sand b10w soi1， gross of rice p1ants is adverse1y affected manuria1 deficiency. 

2009年4月 28日受理

1) 石川県農業総合研究センター資源力日工研究部流通加工グ、ノレーフD

2) 石川県農業基盤課

3) 石川県農業政策課
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I はじめに

2007年 3月25日午前9時42分、石川県輪島市(旧

門前町)の沖、北緯 37度 1分、東経 136度4分、深

さ50kmを震源としたマグニチュード6.9の地震が発

生し、輪島市、穴水町、七尾市では震度 6強を観測

した。この地震により震源に最も近かった輪島市を

中心に、穴水町、志賀町、 七尾市などで農林水産業

に関わる施設は大きな被害を受けた。例えば、農地

の畦畔崩壊、農道の路面沈下、ため池の決壊など 834

か所の被害が発生した。

被害の発生が田植えの準備作業に取りかかる直前

であったことから、復旧対策は急を要した。このた

め、 1日も早い被害水田の復旧に向けて、生産者の

営農努力で、可能な技術対策等について検討した。

新潟県農業総合研究所では、新潟県中越大震災に

よる農地被害の実態調査結果をまとめている 3)。こ

れによると、被害水田の対応策では、①漏水対策と

して粘土質土壌改良資材ベントナイトの施用、②田

面高低対策として代かきによる均平化作業、③噴出

土砂対策として田面の均一混和を提案しているが、

その効果については未検討である。本報告では、こ

れらの対策を参考にして、①漏水防止対策、②田面

均平対策、③噴砂発生対策に関し、現地において具

体的な技術対策について実証試験を行った。

E 試験方法

1 .地震の被害状況調査

調査は、田面亀裂、田面高低および噴砂の被害が

発生した輪島市道下、小山、椎木地区、羽咋市千路

町の水田を対象とした。

4月 9日に輪島市の水田の被害状況を巡回調査し、

さらに 4月 20日、 23日には調査圃場選定のため、

輪島市、志賀町、羽咋市の被害水田を調査した。そ

して、営農努力で可能な復旧対策や田植後の水稲の

生育状況などについて、継続的に調査する圃場を特

定した。調査地点マップを図 1に示したが、羽昨市

以外はいずれも山間地帯にあり、地すべりの発生地

帯でもある。

1) 輪島市小山地区

当地区は傾斜地を切り崩して区画整理した圃場で

あり、写真 1、2に示したとおり傾斜地に大きな法

面をもっ水田が多く、谷側沿いの水田では崩落する

箇所が見られた。また、写真 3、4に示したとおり、

農道の亀裂が法面毎に発生し、被害の大きさを物語

っている。また、水田の山側法面の田面が隆起し、

亀裂発生は盛り土部(谷倶1])で多く見られた。

輪島市道下

図 1 調査地点マップ

写真 1 小山集落の水田(各固場で山側法面

付近の田面が隆起)

写真 2 谷側沿いの水田の崩落現場
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写真 3 農道の亀裂(水田の法面の

間隔で亀裂が発生)

写真4 田面亀裂の発生した水田

2) 輪島市椎木地区

小山地区と同様に、急傾斜で、狭小な棚田となって

いる。写真5、6に示したとおり、畦畔の崩壊を回

避するため、手畦を作って代かきした水田や液状化

現象による墳砂の発生も見られた。

のごJL
写真 5 谷側畦畔付近に亀裂があり、手畦

を作って代かきした水田

写真6 噴砂の発生した水田

3) 輪島市道下地区

畦畔、農道、用排水路の一部に亀裂が発生した。

写真 7に示した水田では、道路を挟んで川があり、

その護岸の崩落により水田の亀裂の発生が見られた。

写真 7 河川沿いの護岸が崩落したことに

より、亀裂が発生した水田

4) 羽咋市千路地区

低湿地帯で、 50aの大区画圃場整備が完了してい

る。写真 8に示したとおり、圃場、農道の亀裂およ

び沈降が見られ、液状化現象による墳砂の発生も見

られた。

写真8 噴砂が発生した水田
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このような被害実態から、復旧対策として、①漏

水防止対策、②田面均平対策、③噴砂発生対策につ

いて検討した。

2. 田面亀裂に対する粘土質土壌改良資材を用い

た漏水防止対策

輪島市小山地区の亀裂発生圃場(12a)において、

土壌改良資材べントナイトの活用による漏水防止対

策について、水稲コシヒカリを供試して検討した。

対照圃場には、近隣の無被害の圃場 (9a) を供試し

た。

土壌は両圃場とも細粒灰色台地土の粘質な土壌で

あり、作土直下に厚さ llcmのグライ層を有し、土

色は青灰色を呈する。また、深さ 23cm以下は離に

富む(断面積の 10'"'-'20弘)。

1) 田面亀裂の修復作業

亀裂の発生状況を調査し、その亀裂箇所をスコッ

プで深さ 20'"'-'30cm掘り起こした後、ベントナイト 1

トン/10aを亀裂に施用した後、写真 9、10で示した

とおり、木棒で突き固め、残りは圃場全面に施用し

た。栽培管理では、ていねいな代かき作業を実施し

た。

写真 9 ベントナイトを亀裂に施用後、

突き固め作業(4月 27日)

ベントナイトは一般的に漏水田の床締用として用

いられており、極端な漏水田においては一部を床締

用に用いると共に、他の一部を客土に施用すること

が効果的であるとしている 1)。本試験では、亀裂か

所と圃場全面への施用により効果を高めることとし

た。その成分組成は表 1に示したとおり、塩基交換

容量が大きく、良質な粘土で膨潤性が大きい資材で

ある。

表 1 ベントナイトの成分組成
可給態リ塩基父換

pH EC 全炭素 全窒素 ン酸 容量
(H2U) mS/cm 出 九 mg/100g me/100g 

9. 03 1. 537 O. 576 O. 019 2. 6 79. 5 

CaO MgO K20 

m只/100只 m只/100只 m只/100只

1593 116 334 

全炭素、全窒素はNCアナライザーを用いて、可給態リ
ン酸はトルオーグ法で測定した。これ以外の分析項目は
常法に従って測定した。

2) 白記式水位計による減水深調査

移植後、白記式水位計を写真 11に示したとおり、

試験圃場(ベントナイト施用)と対照固場の 2か所

に設置し、 5月下旬から 6月中旬(中干し期)にか

けて減水深を調査した。水位の減少程度を 1日当た

りの減水深として算出し、両圃場の値を比較するこ

とにより、圃場の漏水程度を明らかにした。また、

収穫跡地土壌について、ベントナイト施用箇所の土

壌断面調査を行い、亀裂の修復状況を調査した。

3) 水稲の生育調査

試験圃場では 5月 10日にコシヒカリを移植し、最

も大きな亀裂に交差させて 10株の稲について生育

調査および収量調査を行った。また、対照固場につ

いても 5月 15日にコシヒカリを移植し、同様の調査

を行った。
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3. 田面高低の被害状況と営農管理による田面均

平対策

輪島市小山および椎木地区の田面高低の被害水田

について、被害状況を調査し、代かき作業による田

面均平改善状況について調査を行った。

小山圃場(9 a)、椎木圃場(8a)とも細粒灰色台地

土であり、強粘質な土壌である。深さ 22~26cm 以下

は離に富む。

田面高低調査は写真 12に示したとおり、レベラー

(水準器)を用いて、圃場の長辺方向へ 10m間隔に、

短辺方向に圃場の中央の 2側線について実施した。

写真 12 レベラーによる田面高低調査風景
(小山圃場)

水稲の生育調査は、①田面露出地点、②中間地点

(通常の湛水状態)、③水没地点について、各 10株

の調査を行った。小山圃場で、はコシヒカリを、椎木

圃場ではカグラモチを供試した。

4. 液状化現象による噴砂発生状況および

水稲生育

輪島市椎木圃場および羽咋市千路町圃場において、

噴砂発生状況および水稲生育への影響について調査

を行った。 供試土壌は、椎木圃場が細粒灰色台地土

であり、羽咋圃場が中粗粒グライ土である。

噴砂は写真 13に示したとおり、し、ずれも直径が 1

mで、高さが最大 5cm程度の大きさであり、圃場表

面に噴出して盛り上がっていた。圃場当たりの発生

数は、惟木圃場では 3 か所、羽昨圃場では 1~2 か

所見られた。

噴砂発生により土壌の養分肥沃度低下や生育ムラ

が懸念されたので、その成分分析および作付跡地の

土壌養分ムラを調査した。また、噴砂の吹き出し口

を通じて漏水が懸念されたので、土壌断面調査を行

った。

写真 13 噴砂の発生状況(惟木圃場)

水稲の生育調査は、椎木圃場について、噴砂上と

隣接地点について各 10株の調査を行った。

E 試験結果および考察

1 粘土質土壌改良資材を用いた漏水防止対策

1 ) 被害状況

亀裂発生は図 2に示したとおり、盛り土部(谷側)

で多く見られ、亀裂状況は圃場全体で亀裂か所が 7

か所、幅が 1~llcm、深さが 40~60cm であることが

確認された。亀裂の発生状況は写真 14に示したとお

り、土木工事を必要とする大きな被害程度である。

26m のり面
53m 5.3m 

54m: 

図2 圃場の亀裂状況
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効果が確認された。なお、効果の持続性については、

部分的な修復でもあるため不明である。

畦畔が一部崩壊された所では部分的な補修が行わ

れたものの、漏水が懸念されるので、しっかりした

畦塗り作業が必要で、ある。また、再度崩壊する恐れ

もあることから、土壌硬化剤による補修も必要と考

えている。

写真 15 ベントナイト施用箇所における

作付跡土壌断面(10月 10日)

亀裂の発生状

2) 亀裂発生による減水深の影響

移植から中干し期までの減水深は、降雨日を除い

た日について算出し、結果を図 3に示した。ベント

ナイト区ではo.5~ 1. 8cm/ Iヨ、対照区はo.7~2. 9 cm/ 

日と両区の差異は見られず、ベントナイト施用によ

る漏水抑制効果が認められた。

ベントナイト施用箇所における作付跡地の土壌断

面を写真 15に示した。ベントナイトが土壌亀裂をふ

さぎ、その周辺土壌がグライ化しており、漏水抑制

写真 14

対照圃場
1日

14 

12 

10 

日

O.7~2.9cml 日
日

4 
水
躍

(cm) 試験圃場
14 

12 

10 

日

日

。目7~ 1.5 cml日'惨‘ 1.1 ~1.8cml 日• O.5~ 1. 6cml 日‘ 
4 

6121 6/16 6/11 611 6/6 

水深の水位

5/27 

図 3

5/22 5117 

z 

。

(枠内の数字は 1日当たりの減水深(cm)を示す。)
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3) 水稲生育への影響

水稲生育・収量および雑草発生量の調査結果、生育

状況を表2、写真 16、17に示した。漏水による初期

生育への影響は見られないものの、水回全面をでき

るだけ広く湛水状態にするためやや深水栽培の管理

となり、水稲は徒長し茎数はやや少なく推移した。

しかし、 8月以降の好天の影響もあり。収量は

499kg/10aとなり、対照圃場の収量 432kg/10aを上

回った。また、深水状態が続いたため雑草の発生は

少なかった。

写真 16 最高分げつ期の生育状況 (7月 5日)

写真 17 成熟期の生育状況 (9月 13日)

2. 田面高低の被害情況と営農管理による田面均

平対策

1 ) 圃場の田面高低被害状況

小山圃場の移植後の田面状況を写真 18に示した

とおり、椎木圃場についても、固場造成時の盛り土

部分にあたる谷側畦畔沿いで沈下が著しいことが確

認された。

2) 営農管理による田面均平の改善効果

田面の高低差は図 4に示したとおり、圃場全体で

見ると、惟木、小山および羽昨圃場とも最大 17cm

であり、災害復旧事業の採択基準である 10cmを大き

く超えていた。

小山、惟木圃場とも、農家の運土による田面均平

作業ができなかったが、代かき作業を通じた田面均

平の改善効果について小山圃場の調査結果を図4に

示した。田面高低差は小山圃場では 17cmから 8cm

へ、椎木圃場では 17cmから 14cmと小さくなったも

のの(データ省目的、代かき作業だけでは十分な均平

は困難であった。

写真 18 移植後の田面状況 (5月 17日)

小山圃場

表 2 生育・収量調査および雑草発生量

項 目 6月 11日 7月 5日 8月 9日 9月 13日

草丈・梓長 (cm) 21. 8 62.0 96.6 94. 2 

茎数・穂数 (本/ぜ) 176 504 442 442 

雑草 (g/m2) O. 1 0.0 1.5 1.4 

*移植期:5/10，出穂期:8/11，成熟期:9/16
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図4 田面高低の被害実態と代かき作業を通じた田面均平状況(小山圃場)

藤森ら 2) は、田面高低差が 10cm以上の場合は大

型重機による再整備を必要とし、整地均平作業では

GPS搭載で位置情報と高低差の制御が可能なレーザ

ーレベラーの効果的な整備を挙げている。このよう

な効果的な整備は、本試験のような中山間地の棚田

では導入が困難であり、小区画圃場でも田面均平作

業が可能な小型作業機の開発が必要で、ある。

3) 水稲生育への影響

ー
一. . .園町

JU 

......... ー側線・山側

-企・側線・谷側

生育・収量および雑草発生量について、小山圃場の

調査結果を表 3に、生育時期別の生育状況を写真 19、

20、21に示した。水没地点では、水稲が徒長し、ま

た藻類の発生やコナギ、オモダカ、ホタルイの繁茂

により生育が不良となった。一方、田面露出地点で

は、ヒエやタデ等が発生し、生育もやや不良となっ

た。各地点の生育への影響については、椎木圃場に

ついても同様で、あった。

写真 19 最高分げつ期の生育状況(7月

5日)小山圃場(奥が田面露出)

収量は、小山圃場で、は、水没地点で 366kg/10aで、

田面露出地点で 356kg/10aであり、その中間地点

(432kg/10a) に比べ1l'"'-'13%の減少となった。

表3 生育・収量調査および雑草発生量(小山圃場)

地点 項 目 6月11日 7月5日 8月9日

露出 草丈・稗長 (cm) 21.3 48.0 87. 1 

茎数・穂数 (本1m2) 6.5 18.9 16.9 

雑草 (員1m2) 0.5 4. 0 13.4 

中間 草丈・稗長 (cm) 25.9 60.0 92. 7 

茎数・穂数 (本1m2) 6.3 17.4 15. 7 

雑草 (己1m2) 1.1 8. 3 5. 8 

水没 草丈・稗長 (cm) 37.7 53.6 78.6 

茎数・穂数 (本1m2) 2.9 9. 3 9. 3 

雑草 (己1m2) 0.4 5. 6 57.2 

*移植期:5/15，出穂期:8/11，成熟期:9/18

9月13日

88.6 

16. 1 

52.6 

88.6 

15. 7 

63.8 

72.4 

9.3 

60.8 
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写真 20 成熟期の生育状況は月 13日)

小山圃場(奥が田面露出)

田

写真 21 高低部分の成熟状況 (9月 13

日)小山圃場

3. 液状化現象による噴砂発生状況と

水稲生育

1 ) 噴砂の成分分析と作付跡地の地力ムラ

椎木および羽咋圃場について、墳砂および対照土

壌の分析結果を表4に示した。 噴砂は灰色の細砂で

あり、全炭素、全窒素およびリン酸含量とも低く、

対照の土壌と比べて養分肥沃度が著しく低い土壌で

ある。 噴砂が作土に混入することによる土壌養分ム

ラについて、小山圃場において、噴砂発生地点から

の距離別の土壌窒素含量から検討することとし、そ

の結果を表 5に示した。その距離による土壌窒素含

量の差異は見られず、このことから代かき作業等の

均平作業により、地力ムラが解消されたものと考え

られた。

2) 噴砂吹き出し箇所の土壌断面および

土壌硬度

噴砂吹き出し箇所の土壌断面は、下層に大きな亀

裂は見られず、噴砂の吹き出し口は確認できなかっ

た。また、深さ 20cm付近の硬盤層には噴砂が見られ

ず、過大な漏水はないものと考えられた。

表 5 噴砂が土壌窒素肥沃度に及ぼす影響

噴砂発生地点、から 土壌窒素含量(%)

の距離

Om 
2m  

4 m  
6m  

O. 095 

0.105 

O. 098 

O. 090 

表4 噴砂および対照土壌の分析結果
可給態塩基交換

調査圃場・地点 pH EC 全炭素 腐植 全窒素 リン酸 容量

(干~:r.， o) mS/cm 弘 弘 弘mg/100g me/100g 

椎木 噴砂 6.06 0.015 0.00 0.00 0.002 3. 1 5.0 

対照 5.92 0.061 1. 02 1. 76 O. 101 16.9 15. 8 

羽咋 噴砂 5.70 0.069 0.06 0.11 0.009 1. 7 2.3 

対照 5.45 0.052 0.92 1. 57 0.091 4.7 6.0 

CaO MgO K20 

mg/100g mg/100g mg/100g 

91 66 14 

264 141 30 

33 32 23 

70 39 24 
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3) 水稲生育への影響

墳砂上および対照地点について，水稲の生育・収

量の調査結果を表6に示した。また、生育時期別の

生育状況を写真 22、23に示した。墳砂上地点が対照

区に比べ草丈・稗長がやや短いものの、分げつの影

響が見られず、また、噴砂を原因とする漏水も見ら

れず営農上の支障は見られなかった。また、雑草の

発生もなく、収量は農家の聞き取りでは 380kg/10a

と例年に比べやや低い程度であった。

写真 22 移植後の生育状況 (5月 17日)

椎木圃場

写真 23 成熟期の生育状況 (9月 13日)

椎木圃場

町被害水田の技術対策

復旧対策として実施した①漏水防止対策、②田面

均平対策、③噴砂発生対策の調査結果から、被害水

田の技術対策は次のとおりである。

1 ) 田面亀裂発生の被害水田

亀裂深が硬盤層(深さ 20cm付近)以深の被害水田

では、亀裂部分の堀削、埋め戻し、突き固めなどに

よる修復が必要であるが、土壌改良資材べントナイ

トの施用を併用することにより、漏水抑制効果がよ

り発揮される。また、硬盤層に達していない場合で

も同様にべントナイトを施用し、さらにていねいな

代かき作業を行うことが望ましい。

漏水が畦畔から見られる場合は、再度の畦塗り作

業が必要である。修復が十分できず減水深が大きい

圃場では、ジャンボ剤やフロアブ、ル剤は効果が劣る

ので使用しない。

2) 田面高低差発生の被害水田

代かき作業を通じた均平化により田面高低差はか

なり小さくなるものの、田面高低差が 10cmを超える

被害水田においては、代かき作業だけでは十分な均

平化は困難で、ある。このため、運士による田面均平

作業を実施した後、さらにていねいな代かき作業で

仕上げる。

修復が十分で、きず苗が水没する地点では、苗が軟

弱徒長となるので、分げつが進むまでは軽い田干し

を繰り返すとともに、時折落水して生育を促す。沈

降部では藻類の発生に注意し、一方、隆起部ではヒ

エやタデ等の雑草が発生しやすいので、部分的に追

加除草を行う。

3) 噴砂発生の被害水田

噴砂量が多い場所では肥料切れとなる場合がある

ので、生育を見ながら部分的に追肥を施用する。

表 6 墳砂が水稲生育・収量に及ぼす影響(惟木圃場)

地点 項目 6月 11日 7月 5日 8月 9日 9月 13日

墳砂上 草丈・干早長 (cm) 28.1 61. 8 90.0 82. 0 

茎数・穂数 (本/m2) 209 455 298 287 

雑草 (g/m2) O O O O 

対照 草丈・干早長 (cm) 29.2 61. 5 95. 3 87. 1 

茎数・穂数 (本/m2) 180 433 285 289 

雑草 (g/m2) O O O O 

*移植期:5/8，出穂期:8/7，成熟期:9/13
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最後に

復旧・復興の計画的対応に向けた課題として、内

川ら 4) は、地震災害が誘引となり、中山間地域では

農地の加速的な荒廃化が危倶されるので、その取り

組みにおいて、この問題を同時に検討する仕組みが

必要で、あると指摘している。

今後、長期的視点に立った農地整備を実施する上

で、傾斜地水田が多い中山間地においては、とくに

作業機の圃場出入りや法面に関して農作業の安全・

効率的な圃場整備等について検討する必要があろう。

そして、農家が元気よく農業ができるよう、地域

の農家、集落営農組織および関係機聞がお互いに農

業復興に向けて知恵を出し、助け合って地域づくり

を行っていくことが不可欠で、ある。さらなる復旧・

復興に向けた支援が必要と考えている。
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v 要約

2007年 3月 25日、マグ、ニチュード 6.9の能登半

島地震が発生し、農用地は大きな被害を受けた。こ

のため、 1日も早い被害水田の復旧に向けて、生産

者の営農努力で、可能な技術対策等について検討した。

1 ) 粘土質土壌改良資材を用いた漏水防止対策

亀裂深が 40~60cm で、幅 1 ~llcm の田面亀裂被

害水田について、修復作業として、亀裂部分の掘削

後、ベントナイト 1トン/10aを亀裂に施用した後突

き固め、残りは圃場全面に施用した。

この結果、移植~中干し期の減水深は無被害水田

との差異はなく、漏水抑制効果が認められた。これ

は、土壌断面調査からベントナイトが土壌亀裂をふ

さいでいることからも裏付けられた。

2) 田面高低の被害実態と営農管理による田面

均平対策

代かき作業を通じた均平により、田面高低差は

17cm から 8~14cm と小さくなったものの、代かき作

業だけでは十分な均平は困難で、あった。

苗の水没地点では水稲が徒長し、また藻類の発生

により初期生育が不良となった。このため、分げつ

が進むまでは軽い田干しを繰り返すとともに、時折

落水して生育を促す必要がある。

3) 液状化現象による噴砂発生状況と水稲生育

噴砂発生は、直径 1m、高さ 5cmの大きさで、 1

~3 か所見られた。墳砂は灰色の細砂で、窒素等の

養分肥沃度は低い。

噴砂噴出し口が見られず、また混入量が少ないた

め、漏水や生育ムラは見られないが、噴砂量が多い

場所では肥料切れが懸念される。
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