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〔研 究 ノー ト〕

水 田 耕 盤 ・心 土 粗 間 隙 の 期 別 変 化
― 白色塗料浸透調査によるクロボク土水田の一例―

石 黒 宗 秀*

1.は じ め に

土壌 中の粗間隙は,土 壌 中での水や溶質 の移 動に重要

な役割 を果たす。湛水に よって飽 和状態 となる水田土壌

中 では,粗 間隙 の役割は,と くに重要 であ り,こ れに注

目した研究が多数な され てきた。 す なわち,排 水 改 良

の視点か らな された,水 田土壌 中に発 生す る 亀 裂 の 研

究1)～5),軟X線 透写技術を利用 した水田耕 盤 ・心土中の

粗孔隙 の研究6),7)などである。 ここでは,ク ロボ ク土 水

田耕盤 ・心土粗間隙 の明瞭 な期別 変化 が白色塗料浸透調

査に よって得 られた ので報告す る。

II.調 査 方 法 と調 査 結 果

農業工学研究所 の80×125m大 区画水田圃場の,排 水

良好な排水路側 と排 水不 良な用水路側の2地 点を調査 し

た。 土壌は クロボ ク土,土 性CL,有 機物含量19%,

真比重2.31で ある。厚 さ約13cmの 作土50cm四 方

を除去 した 後,水 溶 性白色塗料 を耕 盤の表面か ら心土へ

と数 日の間十分 に浸透 させ た。塗 料は,原 液を体積割合

で約20倍 に水 で薄 めて用 いた。 土壌 面が水平にな るよ

うに数cmご とに掘 り下げ,各 深 さ ごとに塗料で着色

した粗 間隙を30cm四 方の透 明シー トに写 し取 った。

調査は,1986年 の湛 水代か き前(4月 下旬),中 干 し開

始直後(8月 上旬),落 水後刈取直前(9月 下旬)の 計

3回 行 った。ただ し,中 干 し開始直後は,排 水路側 のみ

を調査 した。 なお,代 か きの深 さは10cm前 後 であっ

た。

Fig.1に,中 干 し開始直後 の排 水路側水平断面中 の

水稲根の分布状況を示す。水稲根が,耕 盤や心土 中に多

数貫入 してい る様子が わ か る。水稲根 の直径は,α5～

1.0mm程 度であった。単位 面積 当 りの根 の本数,根 の

占める面積割合を,Fig.1に 付記 した。 これ らの水稲根

が腐朽 して,根 成粗孔隙を形成す るものと考 えられ る。

Fig.2に 排 水路側 の土壌 硬度分 布の期 別変化 を 示 す。

ここでは,山 中式硬度計 を用 いて,圧 入時 の硬度計のバ

ネの縮んだ長 さで定義 され る指標硬 度に よって,土 壌硬

度分布を評価 した。 代か き前 には20cm以 上 もあ った

田面か らの深 さ

根の密度
根の占める面積率

Fig・1水 稲根の水平断面上の分布。中干し開始直後,

排水路側(お のおのの正方形の1辺 の長さは

30cm)

Fig.2排 水路側の土壌硬度分布の期別変化(山 中式

硬度計による。5点 の平均値)

指標硬度が,湛 水に よ って15cm前 後に低下 し,水 稲

根が耕盤や心土 中に貫 入 しや すい状態にな っていた こと

がわか る。Fig.3に,100mlコ アサ ンプラーを用 いた

耕盤の三相分布 の測定 結果(真 比重 と乾熱法に よる)を

示す。三相分 布には,土 壌 硬度 のよ うな顕著 な差異 は認

め られ ない。

Fig.4に,白 色塗料浸透調査に よ る粗間隙 の期 別変

化を示す。 中干 し開始直後の亀裂や根成粗孔隙は,代 か

き前 および刈取 直前のそれ と比較 して極端に 少ない。 こ

の粗間隙 の消失は,代 か きに よる粗間 隙へ の土粒子の沈

積が一因 と考 え られ る8)。 また,亀 裂 のある直 径10cm

厚 さ4cmの 不 撹乱耕盤試料を採取 し,こ れ を1ヵ 月ほ
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Fig.3100mlコ アサ ンプラーによる耕 盤の三相分布の期別変化

(3試 料 の平均 値)

ん ど消失 した ことは,代 か きに よる 目づ ま

りと湛 水に よる膨潤に起因す る。 また、 中

干 し期ρ調査では,耕 盤 ・心土 中に水稲根

が多数存在す ることも確認 された。 これが

将来根成粗孔隙 を形成す る も の と思 わ れ

る。

〔謝辞〕 本調査 に関 して農業工学研究所

足立一 日出氏 より貴重な ご助言を頂 きま し

た。 ここに深謝の意を表 します。

(1)代かき前
用水路側

(2)
代かき前
排水路側

(3)
中干し開始直後

排水路側

(4)刈取直前
用水路側

(5)刈取直前
排水路側

Fig.4白 色塗料浸透調査による期別粗間隙分布(数 値は,田 面からの深さを表す。おのおのの

正方形の辺の長さは30cm)

ど飽和浸透 させた ところ,亀 裂 は消失 した。 この ことか

ら,湛 水に伴 う土壌基質部分 の膨 潤 も,粗 間隙消失の原

因 と考え られ る。

一方,代 か き前 および刈取 直前の,用 水路側の結果 と

排水路側の結果 に相違 が認め られ る。す なわ ち,排 水路

側の粗間 隙が,用 水路側に比較 して多い傾 向に あるこ と

がわか る。 これ は,排 水路側の方が水はけが よ く,乾 燥

しやすいた めであろ う(漏 水量迅速測定器に よる中干 し

前 の浸透量 は,排 水路側18.5mm/dに 対 して,用 水路

側3.1mm/dで あ った。)。なお,肉 眼観察 では,こ れ

らの亀裂の幅は0.2mm前 後,根 成粗孔隙の直径は0.2

mm以 下であ った。

電 以上,白 色塗料 浸透調査 に よって,ク ロボ ク土水 田の

耕盤 ・心土 中に おけ る粗 間隙の消長が 明 ら か に 認 め ら

た。 非潅漑期 に存在 した粗間隙が中干 し開始直後にほ と

引 用 文 献

1) 狩 野徳太郎他: 乾田化に伴 う用水量の変化, 農土班究28 (8), pp.

425～431 (1961)

2) 山崎不二夫他: 粘土質の水 田の暗 キ ョ排 水における心土亀 裂の役割,

農土研究32 (3), pp.151～159 (1964)

3) 丸山利輔:暗 キ ョ排水 に伴 う土 壌透水性の変化, 農土論集16, pp.

9～13 (1966)

4) 田淵俊雄他: 粘土質 の水 田の排 水に関する研究, 農土論集18, pp.

7～47 (1966)

5) 井上久 義他: 亀 裂が発達 した團場にお け る水の横浸 透, 農 土 論 集

雪34, pp.51～59 (1988)

6) 徳永光一他: 粘 土質水田土の組孔隙の実態 と透水性につい て, 土壌

の物 理性51, pp49～62 (1985)

7) 成岡 市: 軟X線 映像に よる耕盤の間隙特性, 昭和61年 度農業土

木課題 別第2研 究会資料, 農林 水産 省農 業土木試験場, pp.5～10

(1987)

8) 足 立一 日出: 代か きに よる浸透抑制 効果 の実験 的考 察, 農 土 論 集

135, 1PP,1～8 (1988)

(1988.11.21.受 稿〕

(こ の論文に対す る公開の質疑 あるいは 討議(4,000字 以 内、編 集委員会あ

て)は,1990年2月25日 まで受付けます。〕

108 Trons.jSlDRE Aug.1989



水田耕盤 ・心土粗間隙の期別変化
― 白色塗料浸透 調査に よるクロボ ク土水 田の一 例―

石黒 宗秀

クロボ ク土水 田の耕盤 ・心土 中の粗 間隙の期 別変化を

明 らかにす るため,水 溶性 白色塗料浸透調査を行い,塗

料で着色 した粗間隙を観察 した。

この調査に よって,ク ロボ ク土水 田の耕盤 ・心土 中に

おけ る粗間隙の消長が明 らか に認め られた。非潅概期 に

存在 した粗間隙が中干 し開始直後 にほ とん ど消失 した こ

とは,代 か きによる 目詰 ま りと湛水 に よる膨潤 に起 因す

る。 また,中 干 し期 に耕盤 ・心土 中に水稲 根が多数存在

す る ことも確認 された。 これ が将来,根 成 粗間隙を形成

す る もの と思わ れ る。

(農土論集142PP107～108)
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