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営農段階を考慮した地表排水性向上のための

水田管理シミュレーション
Simulation Study on Management of Paddy Field in Consideration of Farming in order to Promote the Surfi註ceDrainage 
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I はじめに

1)<. HI からの地表1~1' 7.I<の促進は，収穫機械の進入および

心行を担保する[:で，稲作において最も弔要な管.J:1IIJj'iLI 

のひとつである。特に近年進められている大[~(尚矧j刻表

情jにおいては，排水距離が長くなることから，地表排水

の俄{泌をより強く忠;織する必要がある。

地点排水に大きく彩轡するのが間的iの均平精度である。

これについては現地での実測のほか，コンビュータシ

ミュレーションによる検討も行われてきており，均'V結

!立はもとより，そこに緩傾斜やHlilH:tJI'7.I<小講(11現場内排

水撲とも呼ばれる O 以ド， Iljj t長)などを付与した際の1~1

1)<.促進効果1)2)3)や:t)I'/)<.速度4)について論じられてきた。

さて，本;搬で兆円するのは，営農段階における地表排

水促進のための配慮についてである。lIm場務総基準5)，こ

は「均ヂ i闘を m排水路ごとに!メ巴分し，それぞれの均 \vt~!{

fnjが同ーか，排水路側を低くする」とある。これは矧場

幣11m段階での話だが，農家は鈴鹿段階において同様の配

慮，すなわちJ排11非|ド:水路側や水かLfll

代かきなどでi述lliJ上:すると考えられる。さらに農家は，状

況にJ，iSじてIYH¥aを投開する。しかし， これらに関する知

見の接指は未だに十分であるとは Jえない。

そこでみ;桜では，水間からの地表排水終了後の残砲水

肢を削減するためには，代かき時のJili1:， IVB長の設定1:と

いった常民1:の配慮をどのようにffうことが効果的なの

かについて， 3{欠必伺い込みモデル1lを用いて検討する。

n 研究の方法

み;研究では，コンビュータ1:で以下7の-述の作業を行

う。く))HIifli起伏の統，ih'j内'ド!:質を考慮しながら水[討を険擬

的に発生させ，②そこに?~~7.1<を与えた後に務水させ，滋

水の残flff;Gi所およびその水深を把挺する，③起伏の状態

と，その状態における残fYi水lik(mりを統計会的に，ま

た滋水残問筒所を悦覚的に(等水j架線の利用)評価する O

なお，②は鈴木ら3)と同様の)jt去をとるため，詳細は

そちらを参照いただくこととして， **では説明を割愛

する O ①については鈴木ら3)と異なる点のみ説明する。

1. 水田の模擬発生

(心部分的にメッシュ轄を変化させる模擬水田の発生法

丸1L!6)および内出ら 7)による IUrm起伏モデルを使用す

る。これは起伏の連続性をぷすfld+1I1刻係数に，均平精

度を表す掠1:\'"偏差と1E~党主し数との 1'J1をノイズとして付加

するものである O ただし，鈴木ら 3)は等間隔 (2.5ml1¥J 

liM)のメッシュを使}f]しているが，このメッシュ似のま

まIljJ挺を投開すると，実際より λ;い明渠になる。そこで，

判決jら4)を参考に，部分的にメッシュの幅を変える。

この場合，メッシュ幅に応じて設定される起伏の連続

性をなえす自己相関係数をどう扱うかが問題となるが，通

常のメッシュ制 LIこ対する自己相関係数を Pとしたとき，

メッシュ申討を Sに変えたi僚のlq仁三本11関係数ρ'を，

ρ'= pS/L 式 l

で計算することにする。

なあ\以ドの議論では，起伏の述統'~t は，知辺方向に

比べて長辺)iI白jには1越することを前提とする。なぜなら，

農作業機械は J:に長辺)j["1にえよ行し，代かきによる務地

もその)j向にiiわれると存えられるためである。

(2)計算条件およびパラメータ，その他

県擬7.1<[11は長辺 (!U排水路に垂直)100 m，矩辺50m 

のIfli杭50a，通常のメッシュ申討を2.5mとし，均主JL精度

をヂi句11ftニヒ3.5cm (標準fliPi~ 1.3 6 cm) itllとして作j或する。

また， l~j しよ相関係数は，長J!l方向を0.85，対辺)ilIiJを

0.3とする。このf[t'(は丸山6)f:こ従った。ただし，丸山らの

データは1970年頃に観測されたものであるため，今日的
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な J!~ í'F:;誌を踏みれば， これについてはもう少し多様な混

入〔川、ら検討する必要があると思われる。そのことについ

ては. III"立4節でおlih.l.的に々 祭する。

その!ーで. IVJtIa(ffi分を I没前する際には，明栄部分の

メッシュ I~hi は 0.5 mとし. 1日前i起伏を発守之させた後に，

IVJ*部分を、iぇ均Il{[δcmの深さに掘削する O そしてIVJ渠

は必ず水川と述結させる。そして水況は，排水路側短辺

の端郎付近(排水路の阿武側に設iZTする旨がh齢場幣備基

準18)にJ己iliされている)にI没附する。

地A排水終 f後の残貯水hiは，各メッシュの残ff{水深

とメッシュのi雨的とのwを加算することによって求める。

ただし. IVJ t¥三を抑制した場介には，このままの計算法だ

と明記の作h'l分の水位を過剰に計算してしまうため，明

t¥ミの長さが!b1なると qt純iこ比較が行えない。そこで式 2

によって，まずIVJi:¥3以外のi目的iにおける残間水!日を計算

し，それを水111I(lj砧50aあたりに換算した似を求めて，

それを111いて比較することにしたO

IVH長;&i校時の残明水id

IVJtIa以外のrn出の残却水量
x50a 式 2

IVJt足以外のrm員!の稲積

模擬;j(rnは. IE規乱数をJijいるため，作成するたびに

起伏の傾向が児なる。今お11ま各I没定ごとに350通りの呉

なる起伏の傾向を1-J'っ校際水111を作成し，それぞれに対

して20mmのit1i;j(を与えた後に. 3次元関い込みモデル

によって滋ぷさせる。なお， このモデルは時間経過の概

念を~まないことから，減水深は考慮しないこととする。

以上の;iI"t):を. Microsofttl:の巳xcel2010のVisual Basic 

for ApplicationsをJfll、て行う。また，統計学的検定には

SSRlff:のεxcel統計2010をIlJl、る。

2. 評価項巨

木械で倹討するのは，'t_1; f!~段階で農家が行うであろう

水民近くが低くなるようなJ!IU:およびlifj渠の設置による

A 

D C 

B E 

マ 句骨 F 

「槙切りJ 「縦切りJ r ;j(!バ近傍」

地表排水促進効*についてである O

(1)排水路側・水尻側を低く運土する効果の検討

1章で述べた踊場整備J;i;常.1¥5)の記述内容について，その

効果を線認するためには，模擬的に作成した水111(以下，

棋擬水出)を長辺(出排水路に車直な辺)の中央から寝

泊にIIJ*路sW・排水路側に2等分し，用水路側をA. 排

水路側をBと11ヂんだとき(図 1左)に.Aの平均襟i匂hA

とBの平均標高 hBとを比較して，

hA > hB 

となったときの地表残留水!誌が，

九三五hB

式 3

式 4

のときのそれより少なくなっているか否かを見ればよい。

次に，長辺に'V行なjjIrijへの諜高について考える。こ

こでよ毛利2)は計算により. u剣場の傾斜を短辺方向につけ

ると効果的だとしている O この記述は重~な示唆に寓ん

でいる。というのも，短辺方向に傾斜を付けることにつ

いては，①時空にi刻iズが等i勾線に平行になるように[f前場

終備されていること，②農家が独自に繍場に傾斜を付与:

することは技術的に谷易ではないこと，から，営農段階

に注目するみ;緩では傾斜をそのまま用いた議論は怠味を

持たなL、。しかし， if4低を~t:.じさせる程度の運上なら

代かきにより可能だと考えられる。すなわち，模擬*rn
を知辺rjl9-とから弔ii'llこ2等分したときの水尻を含まない

fl!UをC. 水尻を含む側をDとしたとき(鴎 Flr).それぞ

れの平均開高々 . h[)とを，

鳥、 >h[) 式 5

としたときの方が，そうでないときより地表残留水が減

るはずだという仮説が立てられる。

さらに，農家によっては，務地用具(俗にトンボと11乎

ばれるものなど)をmいて水尻の近くをより低くする人

もいる。そこで，長辺方向・短辺方向に2等分した結果

として生じる，水況付近で全体の4分のlの稲績に

和当する部分をE. 水}元近傍の 10m四方の部分を

Fとして，それぞれの平均標高を hE • hFとした

守水尻ときに，

h[， > h，. 式 6

となるときに，そうでないときに比べて地表残腎

水泣が減少するか存かについても見ておきたい。

これらを掠まえて，以下では模擬水口lを長辺に

lRli'( Iこ2下分したときに式 3を満たす水10を横切j

図 1 運土の効果についての評鏑を行う際の模擬水田の分割方法 りO.長辺に 'F.行lこ2等分したときに式 5を満た

Fig.1 Means to partition of simulated paddy field in order to evaluate す水IIIを縦切りOと呼ぶことにする O さらに式 3.
efぬctof reducing the remaining water volume by moving the soil 
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式 5ともに満たす場合を I~Û }j@と u手ぶ。また式 6を満た

すときを氷}力:近f?iOと1l'T'ぶ。

(2)明渠の効果の検討

長平1]2)は，対辺}jliiJへの傾斜と同時に，長辺に平行に

IljJt¥..lを投れすることについて計算し，その設訳出隔を狭

くするほど残f.'{7)<.排除の効呆は上がるが，その効果は頭

打ちになり，またつぶれ地が増える旨を指摘している O

ゃ }jで鈴木ら 3)は， rljJ渠を設置する際には1111函起伏の連

続性がり:位する }J向 (1辻氏起伏の卓越}Jlil])とのA結

が In~ではないかと指摘している O

これらのノ示唆を賭まえながら，本淑では起伏の卓越}j

liiJである長辺}jlilJに奄1MにゆJt¥&を設践することが，来た

してみ;、りに効来があるのかについての確認を行う。

111 結果と考察

1 .運土による残留水嚢削減効果の検討

まず， 350通りの異なる起伏の傾向を持つ模擬水間全

てにおけるよ也炎排;}c終了後の残留水泣を求め，それらの

平均，標準偏J主を求める。次に， 350通りの水間のうち，

横切り Oの水IJ]を抽出したところ， 233通りが該当した

ので，それらの残留水没のみの不均，標準偏差を求める。

同様に縦切りOは205通り，両方@は135itli.りが該iliした

ので，それらについても同様に求める。

それらの結果を酪 2で比較する。残留水量の平均が，

横切り0，縦切り 0，Iltij}j@の JI~iに，徐々に低下してお

り，また標準ftio走もわずかに減少していることがわかる O

ここで，それぞれの状態における残摺水位の平均につ

いて，相 D:r日!の有志法検定を Wilcoxonの JI~i

[虫干LI検定により行った(表1)。その結果，

繊切り 0，縦切り Oともに，残摺水量を有

志に減少させていることがわかる。

11I1I~易終部) }i~常時に記述されている横切り O

には，般かに地表残f1'1水廷を減らせる効果

があったO しかし，もともと起伏の卓越}J

liiJが長辺}Jliijであり，その}j肉には水みち

ができやす l¥ 0 その }j向に段差を付けて

も，すでにある水みちの機能を促進するお:

度の，立味しかな L、。それにjごとべて縦切り O

は，水みちができにくい短辺}J向に流れを

生じさせることから，わずかにではある

が，浪;}c残f(l簡所からの新たな水みちを形

成する。そのことが残留水量の減少に影響

するのだと考えられる。

-'Eての模擬水lfI
(n =350) 

績切り O(n=233)

縦切り O(n=205)

J3~ )j@(n =135) 

O 10 20 30 

残留水量の平均(m
3
)

関 2 運土による残留水量の削減効果

40 

Fig.2 Effects of reducing the remaining water volume by moving the soil 

注)問中のエラーパーは，残潟水肢の際準偏差を示す。

表 1 運土による残留水量の削減効果に関する

Wilcoxonの顕位和検定

Table I The Wilcoxon ra依 sumtest in effects of reducing 

the remaining water volume by moving the soil 

全7}cs:1 横切りO 縦切りO 両方@

全水111 、、、、、、、、、、 * ** *本

横切りO 輸

、、、、、、、、、、 * ** 

縦切りO 酬 綱
、、、、、、、、、、 ( J 

両方。 . 情 - ---¥ち』
*p<0.05，料p<O.Ol， (J有意差なし

い。縦切り01こ加えて起伏の卒越方向に向けて水がより

流れやすくなったはずだが，排水路側まで水が到達しで

も，そこから水尻までの水みちがなL、からであろう。し

かしながら，両方@は縦切り 01こ比べて標準偏差がわず

かながら小さくなっている(Ansari-Bradley検定でが

0.05 )。すなわち，両方@となるように運土することは，

農家にとっては労力に見合うほどの残留水量の削減効果

は得られないが， リスク初l避の点で多少の意味がある。

水深
(cm) 

(露出)

O 

2 

また，両}J@については，縦切り Oの地

ぷ排水の削減効果と有怠な廷が比られな

図 3 水尻近傍の起伏の違いと地表残欝水量との関係

Fig.3 Relation between tendency of ruggedness in the vicinity of outlet 

and the remaining water volume 
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標高

;向

f民

短辺排水路側 長辺水尻側 長短辺L字 長辺中央逆L字

醤 4 限商起伏の例とシミュレーションに用いる明渠の設置方法

Fig.4 A sum予leof ruggedness on surface of paddy field and creating direction of the op古n・ditchdrainage for the simulation 

ここで，閲 2の結果のうち，標準偏廷について，題 3

を用いて説明する。これらは，縦切りも横切りもOでな

い水出のうち，残留水111が少ない水!汀(趨 3左，以ド，

x71<lll)と残留水量が多い水l臼(国 3;(Ci. 以下.y71<FB) 

の，それぞれ地表排水終了後の等水j架線閣である。

x水EHは，悶i説全体に露出部分が現れており，残惚水

深も目立って深いところがなく，浅い水深で広がってい

る。それに比べてy水部は，露出した部分が少なく .x71< 

慣に比べて水深が深い筒所が目立つ。すなわち.y水田

で多くの水が残留した原因は，水民付近(水尻から数m

の範1m) に起伏の l~'l部が集中していたことから，水!元か

らの水みちの連続性が断たれたためである。

そのことについて，水尻近傍の襟高を下げることの効

果を見ておく。両方@(135通り)の模擬71<111を対象に，

式 6を満たす水尻近傍Oの水i去を抽出したところ. 107 

通りが該当した。これらの残留水量の平均を比較したと

ころ，両方@だと平均25.9m3 (標準偏差4.7m3)である

のに対し，水民近{芳Oの水悶では平均25.4m3 (標準偏

4.2 m3)であった。 Wilcoxonの順位和検定でも，

Ansari-Bradley検定でも，いずれも i弱者の間に有志な

は見られなかった。おそらくは水尻近傍が低くなるよう

に配慮しでも，そこにうさるまでの水みちの連続性が大幅

に改存される場合は多くないのだと考えられる。

!}c路付近よりも水間の中央部に設隠した方がより効果的

である。悶([ij'lcl央につぶれ地ができることは気になるが，

地表排水効率をより高めるためには検討しておきたい明

渠の設担法である。水11Lまで連結する必要があるため，

形状としては逆L字になる(以札長辺中央逆L字)。こ

れについても合わせて検討する。

シミュレーション結果(残留水量の平均および標準偏

差)を図 51こ示す。

まず.明渠がない場合に比べて，長辺水尻側にi列渠を

設置した場合，残留水器;は9割程度に減少する。起伏の

卓越方向からすると短辺方向にはあまり水みちができな

いが，それでも平均排水距離(各メッシュから次尻また

は明渠への距離の平均)が22mと. ry:J渠なしの56mlこ

比べて大幅に短縮される効果が大きいのだと考えられる。

これよりも排71<促進効果が高いのが，短辺排水路側に

ry:j渠を設置したときである。ry:j渠なしに比べて残留水量

を8割限度に削減させる効果がある O 司王i勾排lMli離は48

mとそれほど短縮させられるわけではないが，起伏の卓

越方向に沿って:111'!}c路側に流れてきた水をこの明渠に

よって水fJLIこitSり. 71<~架カ'li長;くなることによってさらな

る水が排永路側に流れてくるという仕組みになっている。

長短辺L'jqこゆj渠を設けた場i札平均排水距離を短縮

I列i:¥さなし

2，明渠の設置による残留水量削減効巣の検討 短辺1:11水路側

起伏の卓越方向が長辺}j向である場合，鈴木ら3)に従 長辺水民保1]

えば. rVE長はそれに率直である短辺と平行にi設践したと 長短辺L字

きにその効果を発絡する。そこで国 4のように，短辺tJI: 長辺"，*逆L'{:.

!}c路側に設探した場合. .t毛利2)が示している長辺水尻側

に設問した場合，それらを合わせて長短辺に沿ってL'子

に設i設した場合(以下，長短辺L字)とで刻栄の効果

を比較する。

さらに. rVJ t起を知辺に平行に設問するのであれば. :111会
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図 5 明渠の設置による残留水量の削減効果

Fig.5 Effects of reducing remaining water volume by creating 

the open-ditch drainage 

1:1:) 1立:1'1'のエラーパーは，残儲;}く!誌の係機{li.té~ーをぶす。
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表 2 運土および明渠の設置による残留水量削減効果

Table 2 Effects of reducing the remaining water volume by moving the soil and creating the open-ditch drainage 

運1:

なし 横切りO 縦切りO 両方。

28.7 m3(土5.8m3) 27.9 m3(こと5.6m3) 26.9 m3(土5.2m3) 25.9 m3(土4.7m3) 

なし (n = 350) (n = 233) (n 205) (n = 135) 

rYJ く1.00> く0.97> く0.94> く0.90>

* >;¥1辺
23.6 m3(土4.4m3) 22.8 m3(土3.9m3) 23.0 m3(土4.1m3) 22.1 m3(こと3.9m3) 

排水路側
(n 350) (n = 224) (n 199) (n = 122) 
く0.82> く0.79> く0.80> く0.77>

jも例 1:櫛は平均(土標準側主)。く〉内は縦切り・横切りがOでなくりj泌もない状態での浅間水位平均を1.00とした

ときの指標。

( 18 m)させた i二で，起伏のr-!-(越jj‘Iri]に治って流れて

くる水を用やせるという， Illa :#iの復合的な効果が符られ

るため，残f宮J]<.ritはIljj渠なしに比べて6割符皮まで減ら

せる。長利が指摘しているように列渠を明やすことに

より生じるつぶれよ也のj古if1!が気になるが， IUlilll'f:際である

場介にはそれほど問題にならなL、。

そして，長辺1[1*逆し字については， 王子均排水距離を

15 mlこまで短縮させることができ，起伏の卓越}j向に

も適切に対応することから，明記なしに比べて約4割ま

で残留Ij'(l誌を削減できた。この高i'iW:から，以下のことが

ぶ唆される。すなわち， もしも水111を耕p(lilJの時1/1:1'を取

り払うことによって大1:5<:Itl刻化させ，短辺長が長辺長より

も長くなったときには，機械が知辺fjr(iJによじ行すること

になり，したがって起伏のが腿方向もた1辺)j向になる O

そのとき，対辺にifi:laにゆj渠を数本;設ii/tすると，つぶれ

地は明えるものの，地点排水は大似に促進される O

3，運土および明渠による残留水量削減効巣の比較

ここまで検討してきた運上およびrYJ*について， J1¥ 1: 

は縦切り 0，横切り 0，j，l，j)j@を，またIY]渠は対辺排水

路側のみとし，それらを絞擬*mに惚合的に付与しなが

ら，その効果に加する総代的な検討を行う O

結果を表 2!こぶす。まず，概して 1-，1えることとして，

明記をz没ii/l'することによる地表排水改良の効*'ま， J1¥ 1 

に比べて切らかに大きし、。また，明記を設[ftしないとき

の運 1:による残留水id，の削減効果に比べて， IYE長を設i;-1t

したときのJ1¥1:の効果はそれほど顕J存には見られない。

以ト¥いくつかの点を見ていく O

IYJ ill を 3没 Wf~ しないi弘行には，縦切り Oの )jが横切り O

より浅間水 :1:;I'íIjÌf.~の効果はやや人;きかった。だがこれに

対辺排水路側に明記をH'jすると， ft'i切りOの排水iii，が

縦切り Oに概ね迫いつく(表 3より， Wilcoxonの順位和

検定でイJ，色、足なし)結果になった。横切りOによって起

伏のが越)jl('Jに治って排水路側に;j(がさらに流れやすく

なり，それをIYJi出でぶ凶にj戒すことができたためである O

表 3 運土と明渠による残留水量の削減効果に関する

Wilcoxonの顕位和検定

Table 3 The Wilcoxon rank sum test in effects of reducing remaining 
water volume by moving the soil and creating the open-ditch drainage 

組辺排水路 横切りO 縦切りO [，lij方。

側i列~ +明記 +rYE¥ミ 十IJfJt長

たi辺排水路 ¥¥  
側関東 * * キキ

横切りO
トョ [ J +IYjill * 

縦切りO
とごミ十ry]挺 * 

ドlij方。

じ三斗+rYH長 -
*p<0.05，料p<O.OI， [J有志見なし

-方で， IljJ t¥ミを投ii"l'しないときにはlil;j)j@にすること

による残部氷山A の削減効果は IYJらかに大きかったが

( 1.00→ 0.90， 9.8%抵ト‘)， IYJ tRを z没択した l:で[，I.j)j@

にしても，そこまで削減できなかった(0.82→ 0.77， 6.3 

%低ド。ただしイiぷぷは見られる)。先述のとおり，起

伏のが越)j向に沿う fJI守水路側への水の流れが，まずはf1jj

t\~によって促進されるためである。

以['.から，悦112段階における残間水位削減に向けた対

応としては， J1¥ 1二の効果もあることはあるが，運 i二に比

べて子Ifなも技術も史:さないIYJillのjjが効果はIY]らかに大

きL、。したがって，句作明記の設irtを行いつつ，数年に

1111]の'.'iiJ合で運 1:を行うのがitJlj!的だと考えられる。

4，補選~起伏の卓越性について

本;械では長辺)jli'Jのrlしよ相関係数0.85，知辺)jr(，JO.3と，

起伏のA続性がぶ辺)jl('Jに強く r:i.越するように模擬*m

を作成した。以後に参.fJまでに，それぞれを0.7，0.45と，

長辺)jl('Jへの述続性を低くしたときと， 0.9， 0.25と，そ

れをやや I~:Jくしたときとで，残fi'fJK -~;(がどう変化するの

かについて， IYJ ill.没in(>;¥I.辺fJlo;j(路側，長辺水}JI，fWJ)の

効果を例にはておきたL、。

結*を鼓 61こ /J~すO 生~i辺 }j rí'J の~込伏の述続性が 111J くな

ると，ぷ辺水l;tî， fUIJ に IYJ泌を l没 (i/_'I~することによる残fYi水 ;it
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削減の効果はわずかながらl:押している。その反ifli.主u

辺1;JI;;}(路側の交u!-Rはわずかに低下している o 方で. 1>毛

辺)jli'Jの起伏の):li続性をIL16くすると，主'，i辺排水路側にIVj

~を，;如何することの残fì'1;j(削減効果がわずかに 1-.針。する

が. ]，毛辺水!べ側は効果が低下する。

このことからもわかるように，起伏のz;lj協)jlIiJや，そ

の):li統刊の人ソトは，地T.tJI'!j(の促進について考える 1:で

欠かせない盟ぷである。4:搬は.ìlli1:と rVJ~に特化したた

め，これについての議論は行わなかったが，過去から論

じられてきている均平和度や緩傾斜などに加えて，水IJI

からのi也T.tJI水について検討する1:での新たな検討諜題

としてt行J尚しておきたL、。

IV まとめ

み;械では水[fIからの地点排水促進のための述士. IVJ j出

のl没W'(といった'{;f;J1!J:f'1工業について， シミュレーションに

よりその効果を検，ilEした。 UJlflI起伏の述続性が長辺正j11'J 

にが越していることを lii汁jdとすれば，倹H結果は以下の

ように摘躍される:岳連1:は長辺}jI，ijに平行に水ruを:

分したi擦に水民側が低くなるように行うことが効果的で

ある。笹川泌を起伏の f:~越 )j向に 1((行するように設問す

ることも効果的であり，その浅間以坑削減効果は.illilーよ

り入;き L、。③ただし，起伏の411出方向やその述続性の大

きさについては，さらなる検討が必要である O

j主

rt1)'kl慌には， '，i;f; gミ段附においてはより，~'Ij ~、均平和!立に

なるものと忠われる。たとえば立i欲的では，文献10)を

IJ 1 JIJしながら，主主111でのi句、Y結成が土2.0cm干W立にな

るとしている。それを踏まえたL-.で，み:'Miではシミュ

レーション結果の比較をよりIVJI僚に行うために，'PSIJ.!J: 

段肘においてはやや低f，li!主であることを認めつつも，

土3.5cmを nJ~、ることとしたO

l幻渠なし|

対辺排水路側 i

長辺水1べftW1 

L…プ斤…4

o 20 

fx 
30 

残f'l1水絞の平均(m
3
)

40 

必トi'ILよ相関係数 id辺jjj句0.85X対辺}j向 0.3
x-- 長辺jjj句0.7 X主¥i.JZ1jJfiiJ 0.45 
‘+- 長辺jj[匂 0.9 xliH辺jJlI，J0.25 

図 6 出頭起伏の連続性を変えたときの明渠設置の効果

Fig.6 Effect of the open-ditch drainage when continuous of 

tendency in ruggedness change of the paddy field 
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Summary: Farmers must manage paddy fields for maximum reduction in the water volume that remains after surface drainage. 

Using computer simulation， we compared two m巴thodsfor accomplishing this purpose: moving the soil to reduc巴thealtitude on 

the outlet side and creating an open-ditch drainage. We found that 1) lowering the outlet side reduced the remaining water 

volume， 2) creating an open幽 ditchdrainage further reduced the water volume， and 3) the effects of these methods depended on 

the direction of surface roughness of the paddy field. 
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