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地表排水の促進を目指した水田管理に関するシミュレーション
Simulation Study on Management of Paddy Field in order to Promote the Surface Drainage 

鈴木綿* 牧LL!正男料

SUZUKI Sho * MAKIY AMA Masao料

( *東京佐[大学大学院迎合法学研究科 **沃城大学農学部)

(*United Graduate School of Agricultural Science‘Tokyo University of Agriculture and Technology **College of Agriculture， Ibaraki University) 

I はじめに

水 fH の牧師i および符.J:1l\を u う l慌に配慮するべき JJ~ IJの

ひとつに，地表排水性の縦保・促進が挙げられる。.般

に水111からの地表j;Jlo;j(は，稲刈りu寺のコンパイン走行に

向けて日lll!iを迅速に乾燥させるために必要である。近年

では水IFlの大阪 11刻化が進んできているが，その場合には

水FH内の各点から排水路までの距離が長くなる傾向にあ

ることから，地表排水性の向 i二がますます京盟になって

くる O さらに、水稲1~f :t!lY :F.¥¥ J:{'iの i~;j( I:j'，芽j去のようなよむ11交

的;析しい技術においては，秋期のみでなく春期における

地炎排水位も必要になる場合がある。

*fIlからの地表排水位には， HJI討のi句、ド粘度をはじめ

とするさまざまなお項が関係する出)。このうち均主ド精

度については， [1m場務部I基準として「揺れ:栽陪上ーのilJlJ約

と施仁上，こと3.5cmを日標とする jと記述されているj)。

しかしこれが示されて以降， レーザーレベラーの背及に

より均平終備がをさ易化，精織化されてきており 2) さら

にEElIIliに緩傾斜を付けることの効果についても言及され

てきた3)。そうしたことから，近本米の捌場殺到iiJ十fI羽や

営農計 Il!iiの構築に向けて，地表排水'~l:を向上させるよう

な水IJJ管思法について，改めて検討する必要がある O

このような検討には現地調資引の研究が必須ではある

が，水聞のさまざまな管現状況を日立定した検討にあたっ

てはコンピュータシミュレーションも布効である。これ

までに丸山4) 1 L!路ら5) 岩機ら6)などによって地表:l;Jlo*

に関するシミュレーションモデルが提案されてきたが，

いずれも水自の管理方法と地表排水性との関係について

の多様な議論が行われているわけではない。

以上を背景として，本研究は各種の水EH管見方法と地

表排水終了後の出面残摺水最との関係について，コン

ビュータシミュレーションによって詳細に検討し，地表

排水位の向 uこ向けた水出管理計画について挺案するこ

とを目的とする O

11 研究の方法

4>:liJf究では，①水111の管理状態を模擬的に発生させ，

②そこに湛水をむえた後に務水させ，務水されなかった

(潟水が残脅した)筒所および、その水深をt自慢する，③

?tt水残留j'.f;j所や残部水抵の語、F側iを行う，という a速の作

業をコンピュータ上で行う。

1. 水田およびその管理状態の模擬発生

段初にある模擬的な水田を作成し，続いてそこに地表

J~I 水促進のためのさまざまな管盟の状態を与える，とい

う子I1訴で行う O

続擬的な水IHの作成には，丸山4)および内1:13ら 7)の統

計学的なモデルを使用する。これは長辺(排水路にま量産

;y方向)と短辺(排水路に平行 ，x方向)の長さを与え

た水田をメッシュに区切り，各メッシュに標高を与える

ことによって，起伏を千jーする長方形区画の水回を作成す

るモデルである。各メッシュの標高は，X， Yそれぞれ

の方向への起伏の述続性を示す自己相関係数 ρX' Pyと，

均平精度を志;味する標準偏差 (J ii2)をノfラメータとし

て計算する O

メッシュ (X，y)の標高 hx.rの計算式を式 1に示す。

hx，Y = p)lX-I，Y + Pyhx，r_l-ρxρ'yhX_I，r_1 

+ (J .e~l-p}二7 -・式 1 

ここで模擬的に発生させる水留の平均襟高は土Ocmであり，

また E は正規乱数である。乱数を用いるため， この水田

の起伏の詳細iな傾向は，計算を行うたびに異なる。

そして各メッシュの標高は，短辺の中央部を仮の落水

口(以ド，水坑)として想定し泣:3) その標高が必ず負

の値になるように設定した注4)上で，そこを始点として

行うことにする。

続L、てこの水位lに，地表排水を向上させられるような

管理の状態を盛り込む。本研究では水尻の増設，旧国排
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水小講(以~，明記)の設írし傾斜の {;J IJによる地ぷ排

水向上の効果を検討する。それぞれ以トのように与える 0

・水民は，排水路側の短辺を等分するように配罰する。

なお，水!元を偶数カ所にs没けるl際には， {I~の水!ベと江!

定した短辺中央部を，水川としてIIJl、ないことになる O

-明渠は，まず発生させたい本数と l'iJじ数だけ;jc111をた:

辺に索直に等分する。そしてて，~~分したそれぞれの {ifí分

の中央に，長辺と平行に(幅50cm，深さ 5cm)のゆJ

1lを設問する。なお，復数*をi没i訂するときには，I.K 

尻から5mの位践で各明*を合流させる O

-傾斜は，排水路側の短辺が低くなるように，長辺に、|ι

行に与える O

以上のようにして長短辺長， 1:句、Iq!'J"IJt， fI しよねi関係数，

均王子精度を設定し，ゆjitfなどの各開の行11j1状態を{、J/fし

て作成した水田を，以下では模燦水IlJと H宇ぶことにする。

2，模擬水田からの落水

続擬水田の各メッシュに水深を与えた Lで， I.K I~Lから

落水させる。本研究では添水に際して， I Li路らめによる

3次元凶L、込みモデルを使用することにした。このモデ

ルは，メッシュの標高がí~lj l 、街!好(1111郎)によって水況

からの述続性が断たれた鈎所の滋永は，部;jcされずに池

として残るという考え々に基づく合践的なモデルである O

各標高ごとに水田を水平にスキャンして， 1111 ffiiのJ!li続性

と，それを断つClJ部とを把擁するという )j法で行う。

このモデルでは，地表排水が完了した後のitl水残問状

況，すなわち湛水が残慢しているメッシュの位iztおよび

それらのメッシュの水深を把握することができる O

3.残留水量および湛水残留箇所の評価

表 1 基準水田の設定 残fi'/7j(h;~の r~irと似!i
Table 1 Parameters in this simulation のためには，以ド

パラメーヲ 凶

水回面積 1100 mX50 m (0.5 ha) 

均平精度 1::!:3.5 cm 

水尻の位置 11ヵffr(短辺中央)

メッシュ車両 ¥2.5 mX2.5 m 

自己相関係数 |ρx=0.3， ρv =0.85 

表 2 比較する模擬水田の設定
Table 2 Parameters to cゅmpare

パラメータ| 他

1:1毛辺を100mlこ問主主;

面積 i短辺 100m (1 ha) 

200 m (2 ha) 

I ::!:3.0~ 1.0 cm 均平精度 I~J.v 
i(0.5 cmlli]隔)

水尻の数 ¥2， 3， 5ヵ所

明渓の本数¥1， 3， 5本

1115000， 112500 
傾斜 ! 

112000， 1/1000. 11500 

の2つの {iむを片Jl、

ることにする。ひ

とつが2ド均残留ぷ

:ik (mm)である。

模擬水IIIに残留し

ている水の総!誌を計

算し，それを水111凶i

wで陪除して求める。

隙擬水田の滋水残問

状況を lつの数 {íl~ で

友現することから，

状況を詳細に学掃す

ることはできないが，

隙擬水fH[iiJI:の比'Ii主
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図 1 模擬水田のOlJ
(左:基準水田，右在闘に傾斜1/25倒・明渠3本を付与)

Fig.1 Examples of the simulated paddy fields 

は簡便にh:える O もうひとつが残惜水深ごとのメッシュ

'hU{tの分布である。本研究では頻度分布陣を使用する。

さらに湛水残関節所を詳細に比較するときには，等I.K

j架線を付した平rflil文!を使Jljする。

4. 計算条件

只体的なシミュレーションは，以下の流れで行う O

まず， jUF1とする棋擬水!日(以ド， ;lMW;jcIIl)を表 1

の設立Eで作成する O メッシュのサイズは2.5m絡子とし

た。なお， ここで，']己相関係数をy)jrijJにキ滋させたの

は，主11起や代かきなどの起伏の.iili続性に関わる民作業が

什立に長辺)j向に行われることを想定してである。 0ム

0.85という数値は，いささか己:j'l、データではあるが，丸

r lJ4}を参考にした。

あ:~l、て，地表排水の促進を怠i測したさまざまな条件や

符FIl状態(表 2) を ;!í~i~;水 FII (こ付与して，新たな絞擬水

間を作成する(図1)。

そしてそれぞれの模擬水間に対して，水深を与えた後

に泌水させる。その残fFi水註をまずは平均残摺水Jitで比

較し，さらに詳細に見る際には，残留水深の頻度分布欧!

と平副|記1(等水j架線開)とを用いる。

本fiJF究では，それぞれの設定条件ごとに，起伏の傾向

が呉なる50通りずつの模擬水FUをJl]志し，それらにおIし
てシミュレーションを行う。平均残fll水位と残留水深の

頻度分布については. 5011ifのシミュレーションの平均を

用いて比i絞検討を行う o iHfli!之iは. 50問のうち A 般的な

結果と考えられるものを使用する。また以下の計算では，

スキャンは0.1cmriij~M. 占立初に与える水j架は 20 mmとし，

減水深はないものとして扱う O

IU 地表残留水量に関するシミュレーション



1. 水田面積の拡大による地表残罷水撃の蛮化

密 21こ水悶(ITバtiと平均残間水泣との関{系をノ示す。水f上!

の在li積を拡大していくほど平均残fi:{7.K{tkもよ{付11した。そ

の増加来は， 0.5 ha: 1 ha : 2 ha =1.0: 1.2 : 1.3であった O

図 31こ水fB珂mごとの残留水深の割合の頻度分布をIj，
す。水回の回顧を拡大すると， f海水が完了して蕗tf¥する

メッシュの割合は減少し，湛水が残寵しているメッシュ

の割合が増加する。
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Z二、こL

~二号
喝さ毛 ， 

S~~ 0 

召さ誌
」吋_'iV
-..:.;"，、
立ケケ 5 

× 

× 

0.5 

水間関誌(ha)

密 2 水出面積と平均残留水量との関係

× 

2 

Fig.2 Relation between the size of paddy field and the 
mean of remaining water volume 
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図 3 水出面積と残留水深の分布との関係

Fig.3 Relation between the size of paddy field and the 
distribution of remaining water depth 

このrJI'Ij(性の追いは，短辺を延長して水回を拡大した

ために，各メッシュから水尻までの排水距離が長くなり，

間耐の起伏による地表排水の阻容を受けやすくなったか

らだと考えられる。そこで各水悶の平均排水距離(各

メッシュから最も近い水!えまでの距離の平均)を求めた

ところ， 0.5 ha: 1 ha : 2 ha =52 m : 58 m : 76 mとなった。

2. 地表残留水盤減少のための水田管理シミュレーション

各*m管用法ごとにパラメータをかえたj擦の平均残留

水誌の変化を図 4に示すO

(1)掲平精度の向上

均、fi.'l1j度のl向上が平均残留/j(泣の減少にもたらす効果

は大き l¥o たとえば，均、F-精度を土3.5cmから土2.5cm 

にIr寸上させると，平均残留水泣が約3割減少した。

(2)水尻の増設

ヅ)，水況を増設したことによっても平均残留水量は

減少するものの，均iji.精度に比べてその効果は小さかっ

た。ここで水坑の数と、ド均排水距離との関係をJ十算した

ところ， 水1冗1ヵ所 :2ヵ所 :3ヵ所:5ヵ所 =52.0m: 

50.0 m : 49.4 m : 49.2 mと，抜本的な改善にはつながっ

ていなかった。 0.5ha水fIlでは水尻の増設による平均排

水距離の矧締効果が小さいため，平均残瑠水量の減少も

小さかったのだと考えられる O

(3討)明渠の設置

i明世潟H渠長がIマド

えばj基i左L司匂準1~水 i出1刃J (f明!列]渠Oヌ本ド)に土比七べて' 明渠3本設置した模

擬水間では，平均残留水量を約6割減少させた。 3次元国

い込みモデルの考え方の都合上，湛水が明渠に流入した

Hιr/l.，で水坑に到達した(水田から排水された)のと同等

の抜いになるため，現実よりも

~ r---…χ三百一一一一一---------一一一一一一一一一一一一一1125認
s X. _ 年

36十JO X35 J xO ::酬な4003

明渠の効果を過大評価している

ことも百めないが，それを し

~ 1¥ 0.5 X 2 ~ 
~~ハ X 3.0 今~=
主主 ハ ×3 | 銀

1 ¥ X "  1 
安 トヘ一一一一一一一…一一一一一一一一一一回------蜘持一一一一一一一一一ーイ75 ミP
:s. 4ト ¥ ×ヲ弓 4 X 115000 I u 2 
-ぃ基準制 御. . _̂ ^^  I 
心 5.67mm X 2.0 X 112500 I ...J 

ど 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーメ口元品-j50 守
崎 XI.5今 1 5
を 2， X J X 1/1000 I ;; 
s X 1.0 
ザ トー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーイ25ξ
55f ×5 ×l/500!? 

' 奈子

。
WJ磁
(ha) 

斗

均平
精度
(主主m)

ょ

水!元
の数
(ヵ所)

明記;

(本数)

斗

傾斜

菌 4 それぞれの水間管理法における平均残留水量の変化

Fig.4 The mean of remaining water volume in various management of paddy fields 

。

引いても明渠の設障はfifif更かっ

有効な地表排水の促進手段だと

考えられる。

ここで平均排水距離を見ると，

fVB長O本:1本:3本:5本:=52

m : 13 m : 4.6 m : 2.6 mと，大

IP長に短縮されている。だが平均

残習水量はこれほどまでには減

少していない。これは，地表排

水の良否はー排水距離だけでな

く，地の要凶(起伏の連続性な

ど)も関係するためである。

(4)傾斜の付与

傾斜も平均残留水量の削減に
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ウ
一
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水深の割台の分布(%)

O 

は効来的であったO たとえば傾斜1/2500の間保!.k.IUの平

均残f(fl，K ':J~~ は， JP，IU.k.Il! (傾斜なし)の約6'，i::1J1こ減少した。

悶 5は， }í~ i!iミノ'k 111およびそれに 112500の傾斜を付けた

もの(したがって )，~i1i，水川と知似した起伏の述続性の(tfi

|付を有している)の地点残間水のて争点j架線である。釧ぶ

路から.ihlいメッシュほど，傾斜によって残部次が減少し

ゾjで，水!元付近の残WIJ.k.は逆にIWえている。こ

のことについて， tJl水路ilWから長辺)j向に各水111を415・

分 L ，それぞれの筒所の平均残留水 !ii; を å-I.t~ìーすると，

悶 6のようにその傾向が切らかに見られた。このように，

mに傾斜を付けるだけでは水同付近を乾燥させづらいの

で，水同付近に勾辺と、!と11'なIljjt¥.lをAirtするなどのri(i;J1j! 

ている

ロノ'kì~IOmm ;.fと ~'f;ld

濁水ì~20mm以 l

口説tH
ロ 1](深 10~ 20mm未満

を別途行う必要がある。

(5)他の管理法との比較
平均残留水量を同程震に削減する効果を持つ水田

管理法における残留水深の分布の比較
Fig.7 Comparison of distribution of remaining water depth in 

various management of paddy field that can reduce on the 
mean remaining water volume almost equally 

図 7

これを見ると両者ともに，均、iι桁!長と IV]栄および傾斜

との!日jに見なる傾向が見られた。均、iι紡!主におけるべKi草

分イIJは，出11¥メッシュの割fTは低いものの，ぇKi京10mm  

;.jc il:IJのメッシュの'，l;1J介が IhJく，水深20mml二人 上のメッ

シュの叫台が低い傾向にあった。それに対して|円以と傾

斜については，凶11\ メッシュの訓合は r~''J l、ものの，水深

20 mm以上のメッシュの~í;IJ 合も尚い傾向にあった。換 I__i

すれば， 平よ勾残Wf/j( h:~は同等であったとしても， IljJt¥.lや

傾斜は地表排水終了後の滋水残留状況が不均質であるの

に対し，均、ド精度を向上させた場合には，多くのメッ

シュがある水j宋の範Wiに収まっており ，?t~!M支fYi状況が

均質になっている。つまり地表排ぶ終 f後の IJII(ljの乾燥

jJ(ì~ 

(cm) 

。
2 

るべく，

(cm) 

2 

ω2 

。

100m 

図 5 傾斜の付与による残留水の変化
(左:傾斜なし，右:傾斜1/2500) 

Fig.5 Chenge of remaining water when inclination was provided 

:lLl;W"ノMJの
平均残惚水-lzT

傾斜112500の
乎均浅間ノ1<:I;~ 

5 

ところで密 4を見ると， 平均残fti1，K -~i!~ は， }勾平精度土

2.5 cm， IVJ t¥.l 14:，傾斜112500のときにほぼIIiJ等の約4

mmであり， IIiJじくよ句、!と精度土 1，0cm， IljJt長3*，傾斜

1/1000のときに約2mmで[nJ間!主である。より詳しく見

これらの残惜水深の頻度分布を図 71こぶす。
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図 8 起伏の連続性を長辺方向および短辺方向に卓越させ
た2ha模擬水田の例(上:縦卓越，下:様卓越)

Fig.8 Exarnples of simulated large-sized paddy fields where 
continuous ruggedness are vertically different 

排水路からの距離と平均残留水量との関係の比較
(傾斜なし，および傾斜1/2500) 

Relation between distance from drainage canal and the 
mean of remaining water volume 

劉 6

Fig.6 
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表 3 起伏の連続性が異なる大区画水田における平均残留水量の比較

Table 3 Comparison of the mean of remaining water volume in simulated large-sized paddy fields where continuous ruggedness are 
vertically different 

(ぷ本) 均、[i.精度をIr1Jf: 明t¥ミをz没iri: ftf(斜を{寸ら二 3者の複合

土3.5cm ヱ':2.5cm こ主3.5cm ::t3.5 cm エ2.5cm 

rljE長なし IVJt長なし r!lj!f.j 3みん i列t¥さなし !f!J!J.ょ3;{;:

ltfi;f;'Iなし {ぜl斜なし 傾斜なし M却 1/2500 泌が 112500

縦.t{ii泣 <縦京総2ha> 4.9 mm 4.3 mm 4.1 mm 1.9 mm 

(ρx立 0.3， ρL"'0.85) 7.0 mm (1.00) (0.70) (0.61) ( 0.58) (0.27) 

織が越 <績I}I越2ha> 4.5 mm 3.4 mm 4.3 mm 2.2 mm 

(ρx =0.85‘ ρy =0.30) 6.1 mm (0.87) (0.64) (0.48) (0.62) (0.31 ) 

を手Itlめに管践することができることから，コンパイン

の進人や収穫作業を ~1'1i1ijしやすいと従えることができる。

3. 大区商水田における起伏の卓越方向を考慮した地表

排水シミュレーション

ここで起伏の連続性に注目する。これまではそれを長

辺(排水路に垂直)方向に中一越させてきたが， ー般に水

!IJの大区画化は短辺(排水路に平行)方向に行われるた

め，長辺よりも短辺のプjが長くなる。その場合，代かき

などの農作業を長い)jの;!lである知辺方向に行うため，

起伏の述続性もその方向に卓越する。そこで，これまで

のように起伏の述続性を長辺方向に卓越させたものを以

下では縦卓越と呼び，これとは別に短辺方向に起伏の述

続性を!{:i.越させたもの(自己相関係数を縦卓越とは逆の

ρx =0.85， ρy =0.30とする)を横卓越と 11手ぶことにし

て，両者について2ha (長辺100m，短辺200m)の棋擬

水間を用意して(1ZI8)，これらの地表排水性を比較す

ることにする O

具体的には，まず，縦卓越，横卓越ともに2haかっ均

3Ftr!度土3.5cmで作成し，それらを縦点越2ha，機卓越

2 haと名付ける。そして， これらに均平精度の li~iJ 上(こと

2.5 cm)，明渠の設置(3本)，傾斜の付与(112500)，そ

してこれら3者すべてを複合して施したときに，地表1)1

7.k後の平均残留水量がどのように変化するのかを見る。

結果を表 31こ示す。()内は縦取越2haの平均残留水

を1.00としたときの各平均残留水量の指数である。

まず縦卓越2haと横卓越2haとを比較すると，後者の

平均残WJ7.kf誌が約l割少ない。これは長い辺の方向に起

伏が卓越していることから，迷くのメッシュからの排水

が起伏に組容されにくくなったためである O また，両者

の均平精度を向上させると，縦卓越で起伏による地表排

水阻害の影響が小さくなったため弱者の差が縮まった。

明渠を設置した場合横卓越の方が明渠に水が流れ込

みやすいため，王子均残留水量の削減効果が大きかった。

これらに対して傾斜は，縦卓越の方が良い排水性を示

した。これは，綴卓越は起伏の連続性が傾斜の向きと選

出であり，傾斜による水の流れをm寄するためである。

そして31'i'を複合して施したものは，傾斜の影響を強

く受けるために，縦卓越の)jが排水性がよかったO

以 i二のように，地表排水を促進するための各種の管理

は，起伏の述統'V:J:..すなわち耕起や代かきの作業方向と

述動して考える必要がある o Iやでも傾斜については，起

伏の述続性との関係を考慮しないと効果が十分に発現さ

れない uJ能性がある O

IV 水田の商積に適合した均平精度基準の試算

さて， ;il-lflli基準IIにおける均平精度の基準「平均値土

3.5 cmJは，水間のi白i誌に依らず一律に示されているも

のである O しかし，水[IJが拡大されれば地表排水性が低

ドする O したがってこれまでに見て来たとおり，地表排

水に大きく寄与する均、F精度については， 00積に応じて

基準を使い分けられることが理想だと考えられる。この

ことについてこれまでの結果を応用して考えてみたい。

0.5 ha，均平精度土3.5cm の模擬水田(基準水田)に

おける、j'-均残留水註5.67mmを確保するために，それぞ

れのi面積でどれだけの均平桁!立が必要なのかについて計

算した。その出古ill!ll線(式1)を図 9に破線で示す。

4 

¥ 
、え 平均残ft!71dIk5.67mm 

x 1干rrlI様が必要な均平精度
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¥斗叫+各lIli絞が必要な均平給B芝
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鴎 9 それぞれの水図面積のときに特定の平均残留水量
を確保するために必要な均平精度

Fig.9 Leveling acωracy of the paddy field necessary to 
。むtainthe certain mean of remaining water volume 
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-・式 2 

ここで xは水間面 積 (ha). yは平均残留水位5.67mmを

満たす均平精度(土cm)である。この式から，たとえ

ば3ha水間でこの平均残留水量にしたいときには，均可乙*I'j

度を土2.7cm(こすれば良いということになる。なお，そ

の均平結度で地表排水のシミュレーションを行った結果，

平均残留水量は5.58mmだった。実際のレーザーレベ

ラーでの均平整舗の限界は土2.5cmとされる(機械メー

カーからの聞き取りより)ことから，大[{@J]I綱場幣備を

行う際の均5f精度基準として，この程度の数値を設定し

でもよいのではなL、かと考えられる。

参考までに，平均残留水最を5.67mmの半分の2.84mm 

にするのであれば，図 91こー点鎖線で示した回帰式;

y' = 0.81e -L32x + 1.35 (R2 = 0.99 -・式 3 

のようになる(ただしy'は平均残留水量2.84mmを満た

す均平精度(土cm))o3 haなら均平精度土 1.3cmである。

V おわりに

本研究では水111からの地表排水が終了した後のFFIjf1i残

留水量について，各種の水 IH管理法との関係をコン

ビュータシミュレーションをm~、て怜討した。結果とし

てj二人ドを得た :φ均平精度の向 kによる地表脱水の促進

は. lj)j渠や傾斜によるものに比べて，水田内の残留状況

を均笠にすること，②IJJj渠や傾斜による地表排水の促進

には，間前起伏の連続性の方向を考慮することが重要で

あること。さらに大区画li初場整備時のよ句、P.M度基準につ

いても言及した。

なお，み;研究は地表排水が終了した [l~(後の状態に関す

るものであって，経過時間ごとの残留水泣の変化につい

ては検討していなL、。その点は今後の検討課題である。

注釈

浅J)111涼18)はこれらを合わせて微地形と表現している。

ii. 2)σ は，山路9)に従って， 152じする均31'.精度のレンジを99%信

頼!玄関として計算した。

会主3)，i十断基準10)には rlかiifrの場介は辺の下流fHlJに設ける」と記

述されているが，今闘のシミュレーションでは地表掛水を最も効

準よく行えるように短辺の中央に設筒した。

注州辺村郊の除却 -Iexσ!とした。
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Summary : In this study‘ we compared water volume remaining on paddy fields after surface drainage， managed under various 

conditions using a computer simulation. The results were as follows: j) distribution of remaining water volume became almost 

homogeneous by improving leveling accuracy. This tendency was different from distribution of water remaining in case of open 

canal drainage or when an inclination was provided， ii) it is necessary to consider the direction of continuous ruggedness for 

open canal drainage or the inclination provided to decrease the remaining water volume. iij) in addition， appropriate leveling 

accur註cycorresponding to the size of the paddy field was preferred. 

Key Words : 1) Simulation，2) Management ofPaddy Field， 3) Surface Drainage， 4) Remaining Water Volume， 

5) Leveling Accuracy 
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