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泥炭地の沈下に伴う管路の変状に関する研究
［キーワード］不等沈下、パイプライン、漏水事故
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1．はじめに
北海道の泥炭地では、農地利用に伴う地盤沈下が問題となっている。地盤沈下の発生により、排水不良や不陸、
水路の不等沈下などの問題が生じる。近年、石狩川下流域に位置する篠津泥炭地では、農業水利施設において不
等沈下が顕在化しており、特に管路での漏水などといった事故が数多く発生している。安定した農業生産の観点
から、事故を未然に予防するために、危険性の高い場所の傾向把握や不等沈下への対応が求められている。しか
し泥炭中での管路の動態や漏水の要因に関する現地調査に基づいた研究はほとんど行われていない。
そこで本研究では、過去に漏水が確認された管路において、管路の敷設状態とその地点の泥炭の性状について
分析し、不等沈下によって生じた漏水の要因を把握することを目的とする。

2．研究方法
⑴

調査地
調査地域は石狩川下流域に位置する篠津泥炭地である。1950年代に篠津地域泥炭地開発事業等によって開発が

進んだ後、国営事業（1985年〜2006年）とその関連事業により用水路が改修され、管路による農業用水供給が行
われている。今回の報告では、2014年に漏水事故が発生し補修工事がなされた地点を含む、A地区の幹線用水路
とその支線用水路（φ=1,000 mm）を対象とした（図 1 ）。
⑵

管路の縦断形状調査
ステンレス棒（L=1,000 mm,φ=8 mm）を継ぎ足しながら地面に突き刺し、管路天端の標高を水準測量により

計測した。管路天端を正確に把握するため、 1 地点につき管路横断方向に 3 本ずつ10 cm間隔でステンレス棒を
挿入した。また、管路直上の地表面標高の水準測量も行った。得られた結果を管路埋設当時の施工図面と比較し、
管路の縦断形状と沈下状況の把握を試みた。
⑶

泥炭の性状分析
管路の不等沈下が観測された地点と不等沈下の観測されなかった対照地点それぞれにおいて、ピートサンプ

ラーを用いて泥炭を採取した。採取地点は敷設工事による土壌撹乱の影響を取り除くため、管路中心から3 m離
れた地点で行った。採取した泥炭は深さ方向に10 cmごとに乾燥密度、強熱減量を測定した。乾燥密度は、恒温
乾燥炉にて80 ℃で乾燥質量が一定になるまで乾燥させた。強熱減量は、電気マッフル炉にて550 ℃で 4 時間加熱
した。

図1

調査地概観

3．結果と考察
⑴

管路の縦断形状
漏水発生箇所である0 m〜20 m付近において局所的な沈下が発生していた（図 2 ）。また、−50 m〜0 m付近に

おいても管路の沈下が確認された。その他の範囲では管路の計画天端標高と実測天端標高にほとんど差はなく、
管路の沈下は発生していなかった。
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漏水発生箇所で局所的な沈下が発生した要因として、
新設された耕作道の盛土による荷重増が考えられる。国
土地理院撮影の空中写真より、この調査地点では管路敷
設後の2007年から2012年の間に、図 2 の−10 m地点付
近に耕作道が整備されていた。泥炭は上載荷重の増加に
より圧縮が進行するため、耕作道の盛土により荷重が増
加し局所的な沈下が促進され、管路が変状し漏水が発生
したと考えられる。
そこで同じように、管路敷設後に管路直上に耕作道盛
土が行われた地点で同様の傾向がみられるか否かを確

図2

管路の縦断調査結果

認するため、追加調査を行った。耕作道路盛土の有無は、
国土地理院の空中写真から判読した。追加調査地点は先
の対象地と同じA地区の幹線用水路（φ=1,000 mm）上
に位置しており、管路敷設後の2007年から2012年の間に
耕作道が整備されていた。追加調査地も同様に、耕作道
盛土の行われた地点で局所的な沈下が生じていた（図 3
−20 m〜0 m付近）
。また、埋設当時に比べ管路全体が
沈下していた（図 3 ）
。
以上から、ここでは耕作道の盛土といった荷重増加に
より不等沈下は発生したが、現段階では管路の可とう性
により漏水には至っていないと考えられる。ただし、分
水口などの特異な構造物が隣接する場合にはその限り

図3

追加調査地の管路の縦断形状調査結果

ではない。
⑵

泥炭の性状
不等沈下の確認された図 2 の−30 m地点とその対照

区 で あ る −80 m地 点 に つ い て、 そ れ ぞ れ の 乾 燥 密 度
（g/cm3）と強熱減量（%）を図 4 に示す。管路が埋設
されている標高5.5 m以深において、乾燥密度、強熱減
量ともに標高4.0 mから5.0 mの範囲で異なる傾向を示し
ていた。しかし、管路中心から3 m離れた地点で採取し
た泥炭の性状分析では、管路の不等沈下と泥炭の性状の
間に明確な関係性は見出せなかった。

4．まとめ
今回対象とした管路では、泥炭地の沈下とともに埋設
された管路も不等沈下しており、これは盛土などの上載
荷重の増加によって生じていることがわかった。一方
で、管路の沈下と泥炭の質との間に明確な関係性はみら
れなかった。現段階では管路の縦断方向での沈下には対
応できているが、分水口などの構造物が接続する場合に

図4

沈下地点と対照地点の乾燥密度と強熱減量

はその限りではなく、これらの地点では今後さらなる注
意が必要であると考えられる。
今後の課題として、調査事例を増やすとともに、開発履歴や周辺の土地利用履歴を考慮するなど、異なる視点
からの研究が必要である。
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般社団法人土地改良建設協会に深謝申し上げます。

11

2

泥炭地の地盤沈下に伴う炭素消失の定量
［キーワード］二酸化炭素、有機質土壌
北海道大学
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1．研究背景
泥炭地は、寒冷・過湿な条件の下、植物の枯死体が未分解のまま堆積した有機質土壌である。その総面積は世
界の陸地面積の 3 %（400万㎢）に過ぎないが、地球上の全土壌有機炭素の30%を保持していると言われている。
泥炭地の農業利用のためには排水が不可欠であるが、地下水位の低下に伴って地盤の圧密や収縮、泥炭中の有機
物の分解を生じ、不可避的に地盤の沈下が発生する。また有機物の分解は、大気への二酸化炭素の排出を促進し、
地球環境への影響が懸念されている。本研究では泥炭地に造成された農地において地盤沈下の状況を分析すると
ともに、地盤沈下に伴って消失した有機炭素量の定量的な推定を試みた。

2．方法
⑴

調査地
調査は北海道北部に位置する豊富町のサロベツ泥炭地で行なった。サロベツ泥炭地は戦後の緊急開拓で草地酪

農地帯として利用されている。泥炭地に造成された牧草地では、地盤沈下に伴う過湿害や不陸の発生など、農地
機能の低下が問題となっていた。農地機能の回復のため、2008年度から国営総合農地防災事業により、暗渠の再
整備や置土などが実施されている。また一部地域は未開発のまま湿原として残され、それらは利尻礼文サロベツ
国立公園の一部として保全の対象となっている。サロベツ泥炭地の湿原地域に蓄積されている炭素量は
2,164 t C ha-1と見積もられており、単位面積あたりでは世界有数の炭素蓄積機能を有していることが報告されて
いる（高田ら、2009）
。
⑵

地盤沈下の動向
異なる年代に作成された数値標高モデル（DEM）を利用して地盤沈下量を算出した。1956年（開発用図面の

等高線から空間内挿して作成）
、2003年、2013年（航空レーザー測量成果）の 3 時期のDEMを差し引くことによっ
て、1956-2003年、2003-2013年の地盤沈下量を計算した。地盤沈下量は圃場単位で平均して分析に供した。また、
国土地理院の過去の地形図や航空写真を利用して各圃場の開発年代を特定し、地盤沈下量と農地開発からの経過
時間の関係について考察した。
⑶

炭素消失量の推定
泥炭地からの炭素消失量の推定にはチャンバーを利用した二酸化炭素フラックスの直接測定や、気温や降水量

を用いたモデルを利用する方法などがあるが、本研究では地盤沈下量から推定する方法（沈下法）を利用した。
この方法は、開発から十分な時間が経過した泥炭地の農地で利用されており、地盤沈下量と下層（1.2 m以深）の
泥炭の乾燥密度、炭素含有量から炭素の消失量を求めるものである（van den Akker et al, 2008；Couwenberg
and Hooijer, 2013）
。炭素の消失量は次の式によって与えられる。
Closs= S×ρpeat×Cpeat×102
Closs： 炭素放出量（t yr-1 ha-1 ） S：地盤沈下速度（cm yr-1 ）
ρpeat： 下層泥炭の乾燥密度（g cm-3 ） Cpeat：下層泥炭の炭素含有量（g g-1 ）
本研究ではサロベツ泥炭地内の落合地区で採取された泥炭の乾燥密度、炭素含有量のデータを用いて、地域内
の2003-2013年の炭素消失量を推定した。

3．結果と考察
⑴

地盤沈下の動向
地形図や航空写真の判読の結果、サロベツ泥炭地の農地は1964年ごろまでに開発された牧草地（
「古農地」と

称する）と、1975-1984年の間に開発された牧草地（「新農地」と称する）に大別された。新農地では1956-2003
年の47年間に平均で127 cmに及ぶ地盤沈下を生じていた。開発前の湿原状態では地盤沈下は生じていなかった
と仮定し、新農地地区が1980年に開発されたとすると、この間の平均地盤沈下速度は5.5 cm yr-1 となる。一方の
2003-2013年の間の平均地盤沈下速度は2.2 cm yr-1 で、新農地では農地化直後に大きな地盤沈下の生じていたこ
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とが示唆されるとともに、地盤沈下はかつてよりは沈
静化しつつあるといえる。古農地では2003-2013年の
沈下速度は1.5 cm yr-1 となり、新農地に比べ小さい。
サロベツ泥炭地内の開発時期の異なる圃場の地盤沈
下速度を用いて、農地開発からの経過時間と地盤沈下
速度を整理したのが図 1 である。農地化された泥炭地
では農地造成直後に急速な沈下が発生し、時間の経過
とともに沈下速度は減少していくことが改めて確認
された。
⑵

炭素消失量の推定
サロベツ泥炭地の新農地地区である落合地区で採

取された泥炭のボーリングコアの下層の乾燥密度と炭
素含有量はそれぞれ0.05-0.12 g cm-3、0.48-0.55 g g-1

図1

農地開発からの経過時間と地盤沈下速度

であった。これらの値を基に、落合地区と同質の高位
泥炭が堆積している地域について炭素の消失量を推定した。なお、置土が施工された圃場については解析の対象
から外した。247圃場を対象に推定を行ったところ、2003-2013年で年間平均5.4-14.7 t ha-1 yr-1 の炭素の消失が
あると推定された。これは他の北方の泥炭地で報告されている値と同等程度であったが、泥炭の乾燥密度のばら
つきが大きく、不確実性の大きな推定となった。また、推定値の中央値である10.0 t ha-1 yr-1 を用いると、1 ha
あたり年間、一般家庭 8 世帯分の年間二酸化炭素排出量と等しい値となる。また日本の温室効果ガス排出権取引
制度であるJ-クレジットの最新の価格（1,705円/t-CO2）を用いて計算すれば、これは1 haあたり年間62,500円相
当となった。

4．結論
本研究では泥炭地の地盤沈下の実態を把握するとともに、地盤沈下に伴う炭素の消失量の推定を行った。サロ
ベツ泥炭地では、地盤沈下は沈静化しつつも、農地開発から半世紀以上が経過した現在もなお継続している。ま
た地盤沈下に伴う炭素の消失は、少なからず外部不経済をもたらしていることが明らかになった。泥炭地の農業
利用は不可避的に地盤沈下や温室効果ガスの放出といった好ましくない結果を伴う。こうした特徴を踏まえた土
地利用のあり方が求められる。

謝辞
本研究の実施にあたってご支援いただいた国土交通省北海道開発局稚内開発建設部稚内農業事務所、一般社団
法人土地改良建設協会に深謝申し上げます。
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Kwakernaak, C., 2008. Emission of CO2 from agricultural peat soils in the Netherlands and ways to limit this emission.
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日中ダムの設計・施工上の特徴とBishop法による
降伏限界水平震度と円弧すべり面形状について
弘前大学

大学院農学生命科学研究科

地域環境工学コース

朝倉

紀樹

1．はじめに
土地改良事業設計指針「ため池整備」では、便宜上、堤高15m以上を農業用ダム、堤高15m未満のフィルダム
タイプをため池と区別しており、ダムは全国に約2,800箇所程度あるとされている。また、農水省所管の農業用
ダムは190箇所あり、東北地方太平洋沖地震（2011年）以降、農業用ダムに対する大規模地震動による耐震性能
照査を含めた安全性評価に関わる検討が現在も行われている。
本報告では、福島県にある日中ダムでの「H29年度日中ダム安全性評価委員会説明資料」等を参考にした日中
ダムの設計・施工上の主たる特徴と、Bishop法による降伏限界水平震度と円弧すべり面形状について考察した結
果を報告する。

2．日中ダムの概要
福島県喜多方市に位置する日中ダムの標準断面図を図 1 に示すが、灌漑用水補給、洪水調節、上水道用水の供
給、発電を目的として建設された中心遮水ゾーン型ロックフィルダムである。また、堤高101m、堤体積約4,900
千㎥は、農林水産省が築堤したロックフィルダムでは最大規模であり、国土交通省や電力関係のダムを含めても
全国有数の規模である。総貯水量24,600千㎥の上流部には取水塔に加え、橋長204mのPC斜張橋（日中大橋）が
架かっている（写真 1 を参照）
。また、下流部には監査廊へ繋ぐ連絡廊に加え、堤体直下には宿泊可能な温泉宿
がある（写真 2 を参照）
。
コア材には、堤高101mという極めて大規模なコアゾーンの沈下を防ぐために、原石山で生産される砕石を混
合することでコア材の圧縮指数Cc≦0.15程度を満たし、
許容される浸透量内での改善を行っている。また、原石
山で生産されるフィルター材はフィルターゾーンを 2 層
構造とし、透水性を暫変させる構造とすることで、施工
時に懸念されたコアゾーンとの接合面近傍での単粒の構
造化課題を解決した。加えて、細粒フィルターゾーンは
施工幅が1.0mであることから撒出し厚さの管理が難し
く、通常の施工方法では多くの作業員を必要として安全
管理にも問題が生じるため、本ダム独自の撒出し装置を
開発することで課題を解決した。また、基礎岩盤での数
本にわたる破砕帯の存在と、地下深部での日中温泉源の
存在によって試験湛水時に確認された河床部からの浸透

写真 1

ダム上流側

写真 2

ダム下流側

量が予想していた流量の約 2 倍となったが、河床部の一
部において追加グラウトを行う基礎処理工事によって解
決を行った。

3．降伏限界水平震度と円弧すべり面形状
図 2 には、「H29年度日中ダム安全性評価委員会説明
資料」での材料特性を参考にしたBishop法による円弧す
べり計算で得られた降伏限界水平震度と円弧すべり面形
状を示す。すべり円弧の中心範囲メッシュは、長さ10m
の28×28マスの格子点から中心点を求めると同時に、
1m刻みでの円弧半径で検索している。上流側、下流側
共に円弧すべり面が堤体天端の表層付近に形成される傾
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図1

標準断面図

向にあり、斜面材料の c（粘着力）をゼロとした ϕ（内
部摩擦角）材でのすべり面特性を示している。また、設
計水平震度（kh）0.15を作用した場合と降伏震度（Fs≒
1.0）での円弧すべり面の位置は一致する。
図 3 には、図 2 で示したφ材が深度方向の拘束圧に依
存することで、ϕが低下することを仮定した場合での計
算結果を示す。ここでは、コアゾーン以外の階層ごとに
任意の残留内部摩擦角（ϕ＝34°）まで等分で低下させ
ている。上流側ではコアゾーンを横切りながら法尻にわ
たる大きなすべり面が形成され、中心点は高い位置にあ
る。逆に、下流側では中心点位置が低く、斜面下方付近

図2

降伏限界水平震度時の円弧すべり面形状

での表層すべりとなる。湿潤状態の下流側では、ϕの低
減により円弧すべり面の位置は変化するが、基本的には
表層すべりを示す傾向にある。しかし、飽和状態の上流
側では、ϕの低減による影響が大きく、円弧すべり面形
状が大きく異なる。一般的には飽和状態での上流側斜面
の安定性が低いと考えられているため、今後、これらの
検討は重要であると考える。

4．まとめ
日中ダムは日本有数の規模を誇るロックフィルダム
であり、その設計・施工上ではコアゾーンの過大な沈下
を抑えるための材料改善や、本ダム独自の撒出し装置を
開発することで施工能率や品質管理の向上及び施工の

図3

階層ごとに内部摩擦角ϕを低減させた場合の
降伏限界水平震度時の円弧すべり面形状

安全性を図ったり、地下深部の温泉源による河床部の浸
透量を抑える追加グラウト等の工夫がされている。また、フィルダムの耐震性能照査で利用されている円弧すべ
り法による安全率評価手法では、降伏震度による円弧すべり面位置の妥当性等が問題視されており、拘束圧に依
存すると考えられているϕ材による円弧すべり面形状の変化を日中ダムでも示すことが出来た。今回、円弧すべ
り計算による安全性評価の難しさと、動的解析等による他の評価手法も含めた総合的な判断が耐震性能照査を行
う上で必要であると再認識した。

謝辞
本報告の実施にあたって、東北農政局会津北部農業水利事業建設所、東北農政局北上土地改良調査管理事務所
の調査協力、及び、今回のような機会を与えて下さった一般社団法人土地改良建設協会国営事業地区等フィール
ド調査学生支援事業の支援に心から感謝申し上げます。
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灌漑水の窒素濃度が冷水掛流し灌漑水田の玄米タンパク質
濃度および白未熟粒割合に与える影響
東京大学農学部

生物・環境工学専修

松本

悠志

水稲の登熟期が高温になると、白未熟粒の発生により外観品質が悪化する、水稲の高温登熟障害の発生が問題
となっている。この対策の一つとして冷水を用いた掛け流し灌漑がある。従来、掛け流し灌漑は、低温の用水の
灌漑と田面水の排水を同時に行うことで、水温・稲体を冷し、米の外観品質向上を図る方法とされてきた。しか
し、筆者の研究室によるこれまでの研究により、①水温や地温の低下は常に米の外観品質を向上させるわけでな
く米の外観品質を悪化させる場合もあること、②灌漑による窒素の流出入や地温低下が、水稲が利用可能な窒素
量、水稲の窒素吸収量を減少（増加）させ、米の品質を悪化（向上）させるメカニズムがあること、が明らかに
なった。このメカニズムに基づけば、灌漑水の窒素濃度が高ければ、稲の窒素吸収量が増加し、白未熟粒割合が
減少するはずである。そこで、本研究では、灌漑水の窒素濃度が異なる水田で冷水掛流し灌漑試験を実施し、灌
漑水の窒素濃度が、玄米タンパク質濃度および白未熟粒割合に与える影響を調べた。
掛け流し灌漑試験は、2018年の 8 月に、石川と東京のコシヒカリを作付けしてある水田（以後、石川、東京と
表記）を用いて行った（Fig. 1）
。掛け流し灌漑は出穂後から約20日間常時実施した。出穂後の平均気温は28.0℃
と27.7℃で、両水田共に白未熟粒多発の閾値である27℃よりも高温
だった。灌漑水温は、22.8℃（石川）と18.8℃（東京）であり共に

⑤
石川

低温であった。一方、灌漑水の窒素濃度は、石川は0.3mg/L、東京

30.5 m

は3.3mg/Lであり、農業用水の平均濃度（0.6 〜 1.0mg/L、）と比べ、

：水温

②

③

米の品質

石川は低濃度、東京は高濃度だった。両水田において、水温、田面

④

①

玄米タンパク質

水の全窒素濃度、白未熟粒割合、玄米タンパク質濃度の分布を測定
水尻

した。

水口
44 m

98 m

Fig. 2（a）
、（b）に出穂後20日間の田面水の平均水温と平均全窒
素濃度の分布を示す。出穂後20日間の平均水温は、両水田共に、水

12.3 m 24.5 m

49 m

83.3 m

口に近いほど低くなり、平均気温よりも最大で 5 ℃低下した。田面

30 m

水の全窒素濃度は、
石川では水田内でほぼ同じ（約0.3mg/L）であっ

東京

たのに対し、
東京では水口に近いほど濃度が高く（石川の 3 〜 9 倍）

水口
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なった。一方で、灌漑水の影響が小さい水尻付近（石川⑤と東京
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（b）
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東京
0
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玄米タンパク質濃度（％）

Fig. 3 （a）出穂後20日間の平均水温、
（b）
玄米タンパク質濃度と白未熟粒割合の関係

83.3m）の平均水温・全窒素濃度は、石川と東京でほぼ同じであった。
Fig. 2（c）
、（d）に、玄米タンパク質濃度、白未熟粒割合の結果を示す。灌漑水の影響が小さい水尻付近を基
準にすると、玄米タンパク質濃度、白未熟粒割合の分布は、両水田で逆の傾向を示し、石川では玄米タンパク質
濃度は減少、白未熟粒割合は増加したが、東京では玄米タンパク質濃度は増加、白未熟粒割合は減少した。この
ことから、高窒素濃度の灌漑水の供給は玄米のタンパク質濃度を増加させることで白未熟粒割合を減少させるこ
とが明らかになった。
これらの結果を用いて白未熟粒割合に対する水温と窒素の影響の大きさを検討した結果がFig. 3である。平均
水温と白未熟粒割合の関係（Fig. 3（a）
）をみると、白未熟粒割合は、石川では、水温が低いほど多くなったの
に対し、東京では水温が低いほど少なくなった。一方、玄米タンパク質濃度と白未熟粒割合の関係（Fig. 3（b）
）
には、両水田に共通する関係が見られ、玄米タンパク質濃度が高いほど白未熟粒割合が少なくなる傾向が見られ
た。低温・低窒素濃度の灌漑水では米の品質が向上せず、低温・高濃度で米の品質が向上したことから、従来報
告されている掛流し灌漑による高温障害抑制効果は、稲の温度低下によるものではなく窒素吸収量の増加による
ものだと考える。
最後に、本研究を進める中で手取川流域農業水利事業所の方々や農家の方に話を伺いました。今まで知識だけ
だった農地や水利施設などを見学し、現場で働く方々の生の声を聴くことができたことは大変良い経験となりま
した。この場を借りて支援いただいた皆様に感謝申し上げます。

5

北印旛沼循環灌漑地区における数日間隔での水質変動の解析
東京大学農学部

第1章

環境資源科学課程

生物・環境工学専修

矢田部

沙羅

序論

国営印旛沼二期農業水利事業では、白山甚兵衛機場で新たに循環灌漑が導入された（図 1 ）
。従来、農地から
の排水は直接印旛沼へ排出されていたが、循環灌漑導入後には排水が低地排水路へ集められ、印旛沼からだけで
はなく低地排水路からも取水されている。水田の脱窒作用などから、循環灌漑による印旛沼への窒素やリンの流
出負荷量削減効果が期待されているが、実測データは十分に得られておらず、循環灌漑による栄養塩類負荷量の
削減効果を定量的に評価する必要がある。負荷量を評価するに当たって、流量データは日単位で存在するのに対
し、水質データの測定頻度は月 1 回程度だった。しかし、水質の変動要因となる現象はより短時間間隔で起きて
おり、水質自体もより短時間間隔で変動していると考えられるため、水質データも流量データと同程度の頻度で
取得した方が印旛沼への負荷量を正確に定量化できると考えた。
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第2章
2.1

方法

対象地区での調査

白山甚兵衛機場掛かりの流域で、次の⑴～
⑶の 3 点の採水地点を設けた：⑴水田からの
排水が直接流出する小排水路、⑵白山甚兵衛
機場内の低地排水路、⑶印旛沼から白山甚兵
衛機場への取水口付近の印旛沼内。2018年の
灌漑期に、週に 2 、 3 回の試料の採取を、採
水地点⑴直近の水田を耕作している農家と白
山甚兵衛機場の運転手に委託した。各採水地
点で採取された試料は農家の自宅および白山
甚兵衛機場内で採取後直ちに冷凍保存された。

図 1 白山甚兵衛機場掛かり地域での循環灌漑
（引用元：ARIC 情報 No.124 pp.52, 宮森俊光, 2017年 1 月）

また、採水地点⑴の小排水路へ排水してい
る水田を耕作している 2 軒の農家へ聞き取り調査を行い、

SS、TOC、TN、NH4-N、NO3+NO2-N、TP、PO4-Pの 濃
度を分析した。その後、取得した水質データについて、気
象条件や農家への聞き取り調査で得られた営農記録等を考
慮しつつ、濃度変動を解析し、印旛沼への負荷量変動を算
出した。降水量には白山甚兵衛機場に隣接する大竹排水機
場の雨量計のデータを、流量には運転記録から得た白山甚
兵衛機場と大竹排水機場の吐出量を用いた。

第3章

結果および考察

測定された 7 つの水質項目のそれぞれの経時変動から、
5 点の考察を行った。第 1 に、無機態リンの濃度変動は追
肥後の強い降雨に応答しておらず、全リン濃度の上昇は
SSに付着した有機態リンによるものと考えられた（図 2 ）
。

降水量 (mm/h)

試料を随時、東京大学水利環境工学研究室へ持ち帰って
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水質分析および解析方法
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施肥の日程と内容、および水管理状況を把握した。
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第 2 に、流出元の水田で中干しを行っていた 6 月16日から
28日 頃 に は 小 排 水 路 で のNO3+NO2-N濃 度 が 上 昇 し、

図2

6/15
7/5
日時（2018年）

7/25

8/14

SS、TP、およびPO4-P濃度変動

NH4-N濃度が低下したことから、水田で中干し期に脱窒
が抑えられたものと考えられた（図 3 ）
。第 3 に、今回得

沼中央地点での2017年の同時期の測定結果と比較すると、
取水口付近での濃度は一貫して中央地点での濃度を下回っ

NH4+-N濃度
(ppm)

TN、TP濃度を千葉県による公共用水域水質測定の北印旛

NH4-N、TPの全ての項目の濃度が 6 月上旬の同時期に、
緩やかに上昇してその後下降する現象が捉えられた（図
4 ）。しかし、施肥や営農状況の聞き取り調査や降雨の状
況からは、この濃度上昇の原因は説明できなかった。第 5

NO3-+NO2--N濃度
(ppm)

た。従って、印旛沼内の水は平面的に混ざりにくいと考え
ら れ た。 第 4 に、 小 排 水 路 に お い て は、TOC、TN、

沼
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られた白山甚兵衛機場の取水口付近の印旛沼内でのSS、
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に、濃度を補間して、印旛沼に対する差し引き排出負荷量
を求めた。低地排水路の濃度をCb、印旛沼の濃度をCs、印

低地排水路

図3

5/26

6/15
7/5
7/25
日時（2018年）

8/14

NH4-NおよびNO3+NO2-N濃度変動

旛沼からの取水量をQs、低地排水路からの取水量をQb、
低地排水路から印旛沼への排水量をDbとし、日単位での印旛沼に対する取水負荷量CsQs、排水負荷量CbDbを求
めた（図 5 ）。灌漑期を通した排水負荷量と取水負荷量との差である印旛沼への総差し引き排出負荷量を、Σ
CbDb-ΣCsQsで計算した。一方、仮に循環灌漑を行わないとし、低地排水路からの取水量を印旛沼からのものに
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果、NO3+NO2-Nを除く全ての項目で、印旛沼への総差し
引き排出負荷量は循環灌漑によって削減されると算出さ
れた。 1 灌漑期での総削減量は、SSが160,930kg、TOCが
15,405kg、TNが2,065kg、NH4-Nが2,387kg、TPが244kg、
PO4-Pが103kgだった。また、SSとNH4-Nを除く項目では、
循環灌漑を行わないよりも行う方が高い負荷削減効果を
得られ、 1 灌漑期での総差し引き排出負荷量の差はTOC
で2,382kg、TNで610kg（図 6 ）、NO 3+NO 2-Nで940kg、
TPで2kg、PO4-Pで37kgと算出された。
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図4

結論

ことにより、印旛沼へ排水される負荷量が削減されている
状況が、高頻度の水質データを用いて示された。循環灌漑
によって削減された印旛沼への 1 灌漑期の総差し引き排

現地を頻繁に訪問するための旅費および現地観測での
消耗品費が本事業により支援され、円滑に研究を進めるこ
とができた。記して謝意を表する。

0
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循環灌漑導入に向けた低平地農業地域のかんがい排水における
水収支評価 ─茨城県新利根川土地改良区の事例─
The Evaluation of Water balance in Low Agriculture Land for Inducing Circulation Irrigation
国際環境農学専攻

富山

英明

1．はじめに
農業に用いる肥料には窒素やリンが含まれており、余剰な肥料
は河川や湖沼に流出する。特に、大規模な水田からの栄養塩流出
は湖沼の富栄養化の原因となり、農業由来の富栄養化は、生態系
をかく乱することが懸念されている 1 ）。そのため、農業地域から
の栄養塩流出の削減は、富栄養化防止には欠かせない。茨城県霞
ケ浦は、長年、富栄養化の問題を抱えており、対策が求められて
いる 2 ）。特に、霞ヶ浦流域の新利根川土地改良区は農業活動が活
発であり、農業排水が直接流れ込むため、霞ヶ浦流域の水質変動
栄養塩削減の対策として、循環灌漑という手法が注目されてお
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循環灌漑の有無による印旛沼へのTN差し引き排出
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に大きく寄与していることが推測される。近年、湖沼に流出する
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図1

対象地域概要

り、本研究では新利根川地域に循環灌漑システムを導入検討することを目的とし、農業地から排出されるかんが
い排水を水質分析および水収支モデルを用いて検討する。

2．調査地および実験方法
本調査は、霞ヶ浦流域に属する新利根川土地改良区にて行った。新利根川土地改良区は稲敷市を含む、稲作地
帯である。金江津排水機場の排水面積全体は水田面積で1,670ha、流域としてみると2,020haである。また、平坦
な低湿地が広がり、地形勾配を利用した重力灌漑が難しい場所である。そこで、排水機場ポンプにより中央排水
路水位を低下させることで、排水を促している。この地域を流れる主要排水路に、調査地点を 6 点設定した。内
3 地点は太田用水機場、十平用水機場、金江津排水機場の各ポンプ付近に設定した。調査期間は、2016年12月か
ら2019年 3 月として、水サンプルは約20日間に一度ずつ採取した。サンプルは、各水質項目の分析に供した。全
窒素、全リンについてはJISK102に準拠した方法にて分光光度計（UVmini1240、Shimadzu社）を使用し、硝酸
態窒素、リン酸態リンはイオンクロマトグラフ（HIC-SP、ShimPack A3、Shimadzu社）を用いて測定した。また、
水位とECの連続モニタリングを水位計（Onset社、Hobo U20L 04）、EC計（Onset社、Hobo U24-001）にて測
定した。
なお、水収支の計算のため、ポンプ稼働量について各機場の管理月報から取得した。気象データは、降雨量に
ついては気象庁の「江戸崎」観測所、蒸発散量の推定のための項目については「筑波（館野）
」のデータを利用
した。

3．結果および考察
3.1

全窒素、全リン

それぞれ、灌漑期と非灌漑期において平均値を求めた。全窒素濃度は、平均1.0-2.7mg/Lであった。比較する
と非灌漑期の濃度が高くなっている。これは、非灌漑期では取水用ポンプが止まり、水が滞留することによると
考えられる。全リン濃度は、平均0.1-0.6mg/Lで推移していた。全窒素濃度と比較して、リンは土壌吸着が見込
めるため、低濃度で安定している傾向にあった。
全窒素、全リン濃度のどちらも農業用水基準 3 ）と比較して許容範囲であった。しかし、落水時やポンプの停
止時など濃度が上昇するタイミングは今後考慮する必要がある。
表 1 各機場の全窒素および全リン濃度（単位：mg/L）

3.2

EC

EC値を通年でみると、灌漑期では400μS/cmに対して、非灌漑期では800μS/cmまで上昇した。最大で約
1000μS/cmになることもあった。この値は、一般河川の平均的な値100μS/cmより4-10倍高い数値であったため、
EC値を上昇させる原因があることが推察される。水田土壌では還元状態となった金属イオンが地下水とともに
流出することが知られている。
しかし、簡易的な測定ではあ
る が、 溶 存 鉄 濃 度 は 平 均
0.2mg/Lで あ り、EC値 を 平
均的な値から約10倍上昇させ
る主要因とは考えづらい。イ
オンクロマト分析により、塩
化物イオンが検出されている。
そのため、EC値が上昇する
原因として、土地改良前の地
盤からの塩分が流出している

図2

2016 ～ 201₈年における金江津排水機場におけるEC値変動
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ことが推測される。今後、調査と分析の継続が必要である。

4．今後の課題
循環灌漑を導入する上では、水質項目中でEC値が高いことが課題として挙げられ、循環する水が農作物に影
響を及ぼさない範囲に水質を保つことが望ましい。そのためには、EC値上昇の原因や時期による相違も明らか
にしなければならない。また、EC値を低下させるため水量の循環配分を考慮する必要があり、新利根川や利根
川からの取水バランスが重要である。調査において、降水後にEC値の減少が確認されており、降水量も重要な
要素となると考えている。EC値の原因物質は多岐に渡るが、今後の調査で詳細なメカニズムを特定したい。そ
の上で、水質に配慮したシステムづくりが今後の課題となる。

5．参考文献
1 ）田淵俊雄，2005．湖の水質保全を考える─霞ケ浦からの発信─．技報堂出版
2 ）T. Kato et al, 2009. Runnoff characteristics of nutrients from agriculture watershed with intensive livestock production. J.
Hydrol. 368 79-87
3 ）農林水産省ホームページ，広域農業地域における農業用水資源の水質状況,農業用（水稲）水基準
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/hozen_suisitu/
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圧力波伝播に基づくパイプライン欠損の非破壊同定に関する研究
─モデルパイプラインと佐渡幹線水路での実証的研究─
新潟大学農学部
（現在

小峰

㈱スノーピーク

悠汰

勤務）

1．はじめに
上下水道や産業用水の送配水には、内水圧を利用したパイプラインシステムが用いられている。主な管材は鋼
管やダクタイル鋳鉄管であり、近年のICTやAI、IOTの流れの中で、それらを対象とした情報技術による非破壊
検査精度の向上が試みられている。本助成課題では、弾性波を受動的に検出するAE（Acoustic Emission）法を
用いて配管内に発生した
圧力波（水撃圧）を利用し
た非破壊検査法の構築を
試みるものである。本報で
は、2018年度助成事業で試
みた実験的検討結果を概
説し、開発成果の農業用パ
イプラインへの適用の可
能性と技術的課題を明ら
かにする。

2．既存施設での圧力波
発生実験
⑴

計測施設
計測対象は、水槽〜単一

管路〜バルブ系の送水パ
イプラインである。全長は
約18km、 管 径 φ1,000 〜

図1
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計測施設概要

600mmである。管種は鋼管およびダク
タイル鋳鉄管である。システム内部の
設 計 最 大 水 圧 は2.618MPa（ 静 水 圧
=1.868MPa、水撃圧=0.750MPa）である。
⑵

弾性波計測方法
実証的検討では、計測対象である既

存施設において、AE計測を止水状態か
ら全開をへて、末端バルブの緩閉塞に
より圧力波を発生させて実施した。計

図2

検出弾性波の時刻歴特性（水撃圧発生時、既存施設）

測地点は、末端バルブ操作地点に加えて、
末端から約10km（図 1 、最大水圧地点）
および末端から約18kmの 2 地点である。
圧力波の発生点は末端バルブ操作地点で
ある。その他の 2 地点はAE計測のみを
実施し、バルブ操作は行っていない。圧
力波の規模は、計測施設に設置した水圧
計により取得し、管内の圧力変動を同定
した。AE計測条件は、閾値42dB、増幅
60dBである。
⑶

検討結果・考察
検討結果の一部を図 2 、図 3 に示す。

図3

検出弾性波の時刻歴特性（モデル漏水発生時、既存施設）

AE計測結果は、水撃圧発生時の圧力上
昇時ないし下降時に顕著なAEエネルギの放出が確認された（図 2 ）。配管施設の老朽化が進行した場合、漏水現
象によるシステムの不具合が顕在化する。本検討では、計測点近傍の排泥工からの排水を疑似漏水とし、AE計
測による漏水現象の同定を同時に実施した。検討の結果、疑似漏水発生点近傍以外の遠方部においても十分な計
測精度が確保できることが確認された。このことから、検出波を指標に配管内水理現象や、水撃圧および漏水現
象を高精度で検出可能であると推察される。

3．まとめ
本申請では、パイプライン施設を対象に既存施設から発生する圧力波を検出し、管内で発生する「流れ場」と
「材料損傷」の非破壊計測法を弾性波と画像解析の観点から構築することを目的とした。モデルパイプラインと
既存施設での実証的検討の結果、配管内に発生する圧力波を弾性波指標により高精度で検出できるとともに、画
像解析による損傷同定が可能であることが明らかになった。提案手法により既存施設のマンホール部分を中心に
施設の安全性診断が可能になるものと推察される。より効率的かつ情報蓄積を考慮した場合、本申請で開発した
無線AEシステムなどのICTに代表される情報通信技術の活用により、既存施設の状態評価精度の向上は可能で
あるものと推察される。
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ファームポンドにおける六角フロートの水質改善効果の評価
─自動計測装置による水質モニタリングを用いて─
石川県立大学大学院

生物資源環境学研究科

環境科学専攻

中川

陽介

1．はじめに
福井県あわら市に位置するファームポンド（以下FP）No.7において、2018年 3 月より、藻類増殖抑制を目的
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として六角フロートが投入された。これは約30cm
大の六角形の樹脂製フロートを多量に水面に浮か
べ、遮光をすることにより藻類の増殖を抑制すると
いうものであり、FPを利用する農家の散水チュー
ブの目詰まりを抑制することを目的としたもので
ある。現在、水面の 4 割を六角フロートによって
覆っている。また、このFPでは貯水のアルカリ化
という問題も生じており、その原因を特定するた
め、六角フロート投入前から水質の連続計測を行っ
ていた。その結果、藻類の光合成がアルカリ化の要
因であることが明らかになり、したがって六角フ
ロートの投入には貯水のアルカリ化を抑える効果
も期待される。この研究は、六角フロートによって
水質が改善されるかどうかを水質連続計測のデー

図1

タを用いて検証する。

装置概略図

2．計測方法
計測装置の概要を図 1 に示す。この装置は、セン
サーをフロート状態にし、FPの水位変動に追従さ
せ、なおかつ錘と釣り糸の仕組みにより水平方向に
は移動しないという特徴をもつ。この水質計測装置
を用いて、FPにおいて水質の連続計測を行った。
六角フロート対策の対象であるFP No.7に加え、対
策を行っていないFP No.8でも水質計測を行い、結
果を比較した。計測項目はpH、DO（溶存酸素）、
EC（電気伝導度）
、
水温である。計測水深は表層（水
深10cm）と水面下1mの 2 点であり、計測間隔は15
分である。また月 1 回の頻度で採水をおこない、藻
類の種類ごとの細胞数の計測をおこなった。

3．分析方法
データに関しては日別に計測値を集計し（日内最
大値・最小値・平均値・範囲）分析をおこなった。
FP No.7とFP No.8の同年月日の日別集計値、及び

図 2 pHの時系列変化
（実線：日内平均値の推移、塗：日内最大値と最小値の範囲）

FP No.7の六角フロート投入以前以後の同月日の日
別集計値に有意な差があるかどうか検定をおこな
い、六角フロートの有無で水質に差が生じるか分析
した。

4．結果
pHの計測結果の時系列変化を図 2 、 3 に示す。
規則的な日周変動があり、日中上昇し夜間低下する
傾向がみられた。日内最大値によるt検定の結果を
表 1 にまとめる。これは同年同日のFP No.7とNo.8
の日内最大値に差があるかどうかの検定結果であ
り、表層のpHに関しては有意差がないという結果

図3

になった。またFP No.7の六角フロートが入れられ

2017/ 6 抽出（15分間隔連続計測値）

る前と後のデータを用いた検定結果では、表層でも水面下1mでも有意差がないという結果になった。また藻類
の細胞数の計測では、 8 月から 9 月にかけて、六角フロートのない2017年のFP No.7と2018年のNo.8では緑藻類
が主体であったのに対し、六角フロートのあった2018年のFP No.7では珪藻類が全体数のほとんどを占めている
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という結果であった。10月から11月以降は2017年の

表1

検定（対応あり・Welch）

FP No.7で は 珪 藻 類 が 主 体 と な り、2018年 のFP
No.7とFP No.8では藻類全体の数が減少するという
結果になった。

5．考察
水中生物の光合成や呼吸による溶存二酸化炭素の
増減によってpHが変動することが知られている 1 ）。
計測結果に見られるpHの日周変動もこのことが主
な要因であると推測される。FPでは、日中水中で
の光合成が卓越することによってpHが上昇し、一方夜間では呼吸が卓越しpHが低下する、といった現象が起き
ていることが考えられる。したがって六角フロートによって日射が遮られると、FPの水質に影響があると考え
られる。しかし日内最大値のt検定の結果より、六角フロートの有無によってpHの最大値に有意な差が生じるこ
とが示唆されず、貯水のアルカリ化を防ぐほどの効果はみられなかった。また藻類の細胞数計測の結果から、六
角フロートのない場合では夏場藻類は緑藻類が主体となるのに対し、六角フロートのある場合では珪藻類が主体
となっている。10月以降はフロートの有無に関わらず緑藻類が主体とはならないことと合わせて考えると、光の
量によって主体となる藻類が変化する可能性が考えられる。つまり、六角フロートによって緑藻類が減少しても、
その環境を好む珪藻類がその分増殖してしまうということが考えられる。以上の点より、現状の水面被覆 4 割の
六角フロート施工では藻類増殖対策や貯水のアルカリ化対策には不十分であると考えられる。2019年度からは被
覆面積を 5 割に増やしており、その効果についても今後分析を続けていきたい。
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調整池における溶存酸素濃度の鉛直一次元モデル
岐阜大学

自然科学技術研究科

岩田

浩幸

1．はじめに
調整池とは、上流の水源から下流の受益地へ用水を安定的に供給することを目的とする中間貯留池である。調
整池の水質の悪化は、直接的に水利用に大きな影響を与え、また地域住民の関心事項でもあることから重要な問
題となる。本研究で対象とする豊川用水万場調整池は、容量 5 百万㎥の自流域を持たない調整池であり、上水道
および農業用水に利用されている。また、万場調整池は豊川用水幹線との送取水が可能である。
万場調整池では、下層部の溶存酸素（DO）濃度の低下が観測されており、特に夏季には供給する農業用水か
らの悪臭やアオコなどの水質障害が問題となっている。本報では、万場調整池を対象地として、貯留水中のDO
濃度の変化を推測する鉛直一次元モデルを作成し、下層部の溶存酸素濃度の季節変動の再現を目的とした。

2．方法
本研究では鉛直一次元モデルを作成した。万場調整池を水深方向に常時満水位（EL. 40.5m）と最低水位（EL.
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20.0m）を基準とし、厚さ4.1mの 5 層に分割した。図 1 に作成
したモデルにおける水収支の概念図を示す。水収支は、降水、
上水取水、農水取水、幹線送水、幹線流入および蒸発を考慮し
た。幹線流入量は貯水位変化から求めた。蒸発量は、伊良湖特
別地域気象観測所の気温、湿度、風速、日照時間の気象データ
からペンマン式を用いて求めた。蒸発は第 1 層から流出し、幹
線流入および降水は第 1 層に供給されるとした。また、上水取
水は第 4 層から、農水取水と幹線送水はともに第 5 層の底部か
ら取水するとした。調整池内での水移動については、上層から
下層への移動の移流のみとし、水温分布で生じる対流は考慮し

図1

モデルの概要

ないものとした。
次にDOの導入を行った。DOの動態では、水移動とともに生じる移流および、生化学的反応によって生じる消
費を組み込んだ。幹線流入および降水に含まれるDOは、その日の日平均気温における飽和濃度とした。上水取水、
農水取水および幹線送水によって、その日の第 4 または 5 層のDO濃度を含む水が持ち出されるとした。DOの拡
散の影響は考慮せず移流のみとした。また初期値は、実測値を使用した。DOの消費速度は、DO濃度に比例する
と仮定し、第 2 および 3 層のDO濃度の計算値と調整池の実測平均濃度の誤差が最小となるよう消費速度定数を
同定した。同定期間は2015年とし、月毎に消費速度定数を求めた。2016年のデータを用いて、作成したモデルの
検証を行った。検証に当たっては、毎月の消費速度定数をそのまま用いる方法と、消費速度定数を水温から推定
する方法の 2 つ適用した

3．結果
同定期間（2015年）の第 1 層では、計算値の方が実測値より高くなる傾向が見られた。下層部の第 4 層、第 5
層ではDO濃度の季節変動、特に夏季のDO濃度低下が再現できた。ただし、夏季では計算値が実測値より高く、
それ以降では計算値が実測値より低くなる傾向が見られた。本モデルでは、幹線流入が日平均気温の飽和状態で
第 1 層に供給されると仮定したが、実際には幹線流入水の水温と同程度の水温の層に流入するため、第 1 層の
DO濃度が過大評価されたと思われる。また、第 4 層、第 5 層の結果は、本研究で考慮しなかった対流や拡散、
流入水の水質、水温成層の影響と考えられる。
2016年のデータで検証した結果、2015年の毎月の消費速度定数を適用した場合、DO濃度の季節変動を再現す
ることはできたものの、下層部の第 4 、 5 層ではともに夏季に計算値の方が高くなり、秋以降では実測値の方が
高くなる傾向があった。また、夏季のDO値の下がり始める時期に大きな差が生じた。消費速度定数を水温から
推定した場合、DO濃度のモデル出力値が直線的になり、季節変動、特に夏季の大幅な濃度低下を再現すること
ができなかった。

4．まとめ
本研究で作成した鉛直一次元モデルは、季節変動を概ね再現することはできた。2016年のデータによる検証結
果、2015年と2016年の水温の季節変化には大きな違いが見られないのにも関わらず、DO消費速度定数を水温か
ら推定するよりも、毎月の消費速度定数をそのまま適用した方が季節変動の再現性が向上したことから、季節ご
との幹線流入の水源の違いが影響すると考えられた。またDO動態解析から、第 5 層では夏季の流入酸素量と流
出酸素量の差が小さく、DO消費が卓越している可能性が示唆された。

図2

2 つの方法から求めた2016年度の下層DO値の比較
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安濃ダムにおける堆砂の粒度調査と骨材利用に関する研究
三重大学大学院

生物資源学研究科

共生環境学専攻

農業農村工学講座

環境施設工学研究室

堀川

元気

1．はじめに
ダムの堆砂を撤去する工夫は各ダムで様々に為されているが、撤去されたダム堆砂の処分方法についてはまだ
検討の余地がある。ダム堆砂の利用方法として、コンクリート用細骨材や盛土材等への建設利用、土壌改良材や
客土等への農業利用、陶土やレンガ材等への窯業利用、河川還元材や養浜材等への環境利用の、大きく分けて 4
つがある。本研究は、従来までの利用方法とは別の方法を探るため、焼成した堆砂を細骨材として用い、モルタ
ルの明度、色彩に及ぼす影響を検討した。

2．調査場所
安濃ダムの周辺施設（貯砂堰堤）
、
上流域（笹子川、
我賀浦川、安濃川）および堆砂の仮置場と盛土場。

3．調査内容
ダムの堆砂状況、貯砂堰堤から撤去された堆砂の
現在の利用状況、上流の河川および山林の様子。

4．調査結果
堆砂が増加する原因のひとつとして、林業の衰退
による放置林の増加が挙げられる。調査を行った安

図1

濃ダム上流域の山林は、スギやヒノキなどが鬱蒼と

安濃ダム上流河川の調査地点

覆い茂っており、地表まで光が届かず、下草がほと
んど生えていない場所が多かった。それによって地面が露出し、雨滴等が直接山肌を削ることにより、河川への
土砂の流出が増加して、ダムへの土砂の流入も増加しているということであった。

写真 1

写真 3

山林の様子

写真 2

堆砂の仮置場

河川の様子（笹子川）

写真 4
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盛土場

5．実験方法
1）ふるい分け試験、密度および吸水率試験
笹子川（川砂1-1、1-2、1-3）
、我賀浦川（川砂 2 ）および安濃
川（川砂 3 ）で採取した試料、仮置場（仮置場 1 、 2 ）および盛
土場（盛土場 1 、 2 、 3 ）で採取した試料を使用し、骨材粒径
10mm以上のものを除去してから、電磁ふるい振とう機を用いた
ふるい分け試験（JIS A 1102）と、密度および吸水率試験（JIS
A 1109）を行った。
2）色測定用モルタル供試体の使用材料
安濃ダム堆砂（貯水池内で採取した堆砂：堆砂 1 ）および牧尾
ダム堆砂（火山灰流入による堆砂：堆砂 2 ）を750℃で焼成した

図2

実験で使用した材料の粒度分布

もの、色彩の異なる 2 種類のコンクリート用細骨材（白系統：細
骨材 1 、黄系統：細骨材 2 ）
、および、比較用として、廃瓦材を

表1

砕いたもの（最大粒径3mm以下）
。セメントは普通ポルトランド

使用材料の密度および吸水率

セメントを用いた。
3）堆砂の焼成方法
卓上小型電気炉を用い、150℃ /hで750℃まで温度を上昇、そ
の後 1 時間750℃を維持し、100℃ /hで100℃まで温度を下降させ
るプログラムを入力し、焼成を行った。また、同様にして500℃、
1000℃で焼成したものも作製した。
4）モルタル供試体の配合および作製方法
表 2 の通りに配合を行い、細骨材を焼成砂で 0 %、20%、40%、60%、80%および100%置換した供試体（φ5×
10cm）を作製した。同様に、廃瓦材はセメント質量に対して 2 %、 4 %、 6 %、 8 %および10%の細骨材と置換
した供試体を作製した。材齢 3 日で型枠を外し、セメントモルタルは水中養生、ジオポリマーモルタルは封緘養
生を行った。その後、材齢14日になったところで半分に切断し、気中養生を行った。
表2

※1

モルタルの配合（ 1 回の練り混ぜ量）

水ガラスは珪酸ソーダ 1 号を水道水で 2 倍に希釈したもの

図3

※2

粉体溶液比

上流河川で採取した試料の粒度分布
表3

図4

盛土場で採取した試料の粒度分布

上流河川、仮置場および盛土場で採取した試料の密度、吸水率および粗粒率
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5）色彩の測定方法
各温度で焼成した堆砂と、材齢28日になった各供試体を、色彩色差計を用いてL*a*b*表色系で明度、色彩の測
定を行った。このとき、コンクリートカッターで切断した供試体の切断面と型枠面の平滑な部分のランダムな 3
点を選んで測定し、その値を平均した。

6．実験結果および考察
各調査地で採取した試料の粒度分布を図 3 と図 4 、密度および吸水率試験の結果を表 3 、堆砂の各焼成温度で
の明度（L*）
、色彩（a*、b*）の測定結果を図 5 、モルタルの材齢28日（気中養生14日目）での明度、色彩の測
定結果を図 6 に示す。
1）粒度分布、密度および吸水率について
粒度分布から、川砂 2 と川砂 3 が、コンクリート用細骨材の粒度の標準よりも細かい砂であることが分かった。
また、仮置場や盛土場では堆砂が混合され、粒度分布がほぼ同様になっていることが分かった。粗粒率について、
安濃ダム堆砂（堆砂 1 ）は2.56であった。仮置場や盛土場で採取した試料の粒度分布や粗粒率を見ると、細かい
砂が少ないことが分かる。これは、細かい砂は貯砂堰堤から貯水池内に流出し、粗い砂が残るためだと考えられ
る。密度および吸水率試験では、おおよそコンクリート用細骨材の標準の範囲内（密度：2.50 ～ 2.65g/cm3、吸
水率： 1 ～ 3 %）であったが、一部の試料で吸水率が標準の範囲外のものもあった。
2）L*a*b*表色系について
L*は明度にあたる成分で、数値が大きくなるにつれて明るく感じるようになる。a*は赤と緑方向の成分で、＋
側で赤が、−側で緑が強くなる。b*は黄と青方向の成分で、＋側で黄が、−側で青が強くなる。また、a*とb*は、
絶対値が大きいほど鮮やかな色彩となる。
3）ダム堆砂における焼成温度と明度、色彩の関係
L*は堆砂 1 、堆砂 2 ともに500℃で大きく減少し、以降の変化は小さかった。a*は双方とも焼成温度が上がる
につれて増加傾向で、赤色成分が強くなっていた。b*は、堆砂 1 は変化が小さく、堆砂 2 は増加傾向で、黄色成
分が強くなっていた。いずれの堆砂も、750℃で色彩の変化が最大となった。堆砂 2 では、火山灰の組成の影響
も大きいと考えられる。
4）モルタルにおける焼成砂の置換率と明度、色彩の関係
切断面と型枠面で明度と色彩の差異は大きく、切断面の方が明度はより小さく、色彩はより＋側への増加傾向
を示していた。図 6 に示した切断面での明度、色彩の関係について、L*は堆砂 1 、堆砂 2 ともに減少傾向を示し
ていた。a*とb*では、堆砂 1 、堆砂 2 ともに置換率が大きくなるほど増加傾向を示しているが、堆砂 2 の方がよ
り絶対値が大きく、鮮やかな色であることを示していた。気中養生14日目時点のジオポリマーを同配合のセメン
トと比較した場合、切断面、型枠面ともに各値で大きな変化は見られなかった。廃瓦材は一般の着色剤と同様の
配合を行ったが、L*は減少傾向にあったものの、a*とb*の変化は小さかった。型枠面でのb*は各配合で変化が小
さかったが、a*は型枠面においても細骨材の色彩がより強く影響していた。

図5

堆砂における焼成温度とL*、a*、b*の関係
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図6

モルタル切断面における焼成砂の置換率とL*、a*、b*の関係

7．まとめ
調査を行うことで、ダム堆砂の発生には、山林の状況も関わってくることが分かった。また、谷を埋め立てて
いる盛土場を見学することで、堆砂がどのように利用されているかということも分かった。
堆砂を異なる温度で焼成した結果、焼成することによって堆砂 1 、堆砂 2 ともに赤系統の色彩が強くなり、火
山灰の堆砂である堆砂 2 では色彩の変化が大きかった。また、焼成砂を細骨材と置換してモルタルを作製した結
果、置換率が大きくなるほど使用する細骨材の色彩の影響が大きくなり、特に、赤系統の色彩は、細骨材の色彩
がモルタルの色彩に強く影響していることが分かった。
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滑面上に存在するタイワンシジミの移動限界摩擦速度に
関する実験的検討
Experimental study on the critical friction velocity of Asian clams on the smooth surface
［キーワード］タイワンシジミ、水理実験、移動限界摩擦速度
三重大学
（現在

大成建設株式会社

浅野

総合土木

友雅

勤務）

1．はじめに
現在、三重県の宮川用水管内では、外来種であるタイワンシジミが侵入・繁殖しており、圃場の給水栓にタイ
ワンシジミが詰まるなどの通水被害が発生している。農業用パイプラインには粗度係数の低い管が使用されてい
る場合が多い。シジミの移動流速に関する研究はその生態から底面が砂の場合の研究事例はあるが底面が滑面の
場合での研究はなされていない。そこで本研究は、パイプライン内でのタイワンシジミの移動量予測のための基
礎研究として滑面上でのタイワンシジミの移動限界摩擦速度を検討した。

2．実験概要
本実験では、底面が滑面の長方形断面の水平開水路（幅
600mm、高さ400mm）を使用した。流速は、ポンプによ
り連続した流速変化が可能である。実験に用いたタイワン
シジミは宮川用水で採取したシジミを計測して得た平均比
重1.25を参考に模型シジミを作製した。実験は 3 種類行っ
た。 1 ．滑面上に模型シジミを単体で置いた実験（単体実
験）、 2 ．滑面上に粒度分布を持たせた模型シジミ群を置
いた実験（粒度分布実験）
、 3 ．粒度分布実験で指標とな
る模型シジミに粘糸を模擬したヒモをつけた実験（模擬粘
糸実験）である。単体実験、粒度分布実験では比較のため
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Fig. 1

単体実験の移動限界摩擦速度

比重がほぼ等しい塩化ビニル製ボール（比重1.30）を使用
した。模型シジミには殻長 5 〜 20mmのシジミを、塩ビボー
ルは直径4.76 〜 25.4mmのボールを使用した。水深は、容
量式波高系を用いて10ms間隔で計測し、模型シジミが流
れたときの流量と水深を計測し、摩擦速度を計算した。

3．実験結果
単体実験では、タイワンシジミが個別にパイプライン上
に存在する場合を想定して、模型シジミを一個ずつ水路横
断 方 向 に 一 列 に 6 個 並 べ た。 す べ て の 模 型 シ ジ ミ が
500mm流れた時を「シジミが流れた」と定義し、その時
の摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。塩ビボールも同様
の置き方をし、移動限界摩擦速度を求めた。模型シジミを
用い、殻長は 5 〜 20mmまで1mm毎にそれぞれ 5 回ずつ

Fig. 2

粒度分布実験の材料の粒度分布

実験を行った。実験結果をFig. 1に示す。比較とした塩ビ
ボールが掃流砂式であるSheilds式と比較的近い結果と
なったことから実験は、信頼性の高い実験ができたといえ
る。
模型シジミは、
粒径が小さいと比重のほぼ同じ塩ビボー
ルよりも移動限界摩擦速度が大きくなり、Shields式では
予測が難しい結果となった。粒径が大きくなるにつれて、
塩ビボールの結果に近い移動限界摩擦速度になった。
粒度分布実験では、タイワンシジミがパイプライン上に
堆積している場合を想定して、宮川用水パイプライン内で
採取したタイワンシジミの粒度分布に調整した 5 〜
20mmの模型シジミ群を作製した（Fig. 2）
。作製したシジ

Fig. 3

粒度分布実験の移動限界摩擦速度

Fig. 4

模擬粘糸実験の移動限界摩擦速度

ミ群を水路横断方向に一定の幅を持たせて設置した。幅は
20mm、30mm、40mm、50mmの 4 ケースで実験をそれぞ
れ 5 回行った。その平均粒径にあたる殻長12mm模型シジ
ミが半数流れた時の摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。
また塩ビボールについても同じ粒度分布で幅30mmとして
同様の実験を 5 回行った。
Fig. 3に実験結果を示す。参考として単体実験の12mm
の結果を幅10mmの軸に付記した。粒度分布実験の結果は
単体実験より若干流れにくい結果となった。また、幅を変
化させても実験結果は大きく変わらなかった。
タイワンシジミは、粘糸を放出することが知られている。
本研究では、この粘糸が移動に積極的に使われる場合、移
動しないことに使われる場合を想定した幅50mmの粒度分

布実験を行った。模擬粘糸として、比重0.9、長さ100mm、幅30mmのポリエチレンヒモを殻長12mmの模型シジ
ミに付着させた。この12mmの模型シジミが半数流れたときの摩擦速度を移動限界摩擦速度とした。
実験結果をFig. 4に示す。積極的に移動に使われることを想定し、模擬粘糸をシジミ群の外に出した結果は、
12mmの模型シジミが単体で8mmの模型シジミが流れるときと等しい移動限界速度まで小さくなった。模擬粘糸
をシジミ群の内に入れた結果は、すべてのシジミが流下するときの流速となった。

4．まとめ
タイワンシジミの移動限界摩擦速度は粒径20mm以下では掃流砂式のShields式より大きくなることが分かった。
また、シジミが群れとなることで、移動限界摩擦速度が若干大きくなることが分かった。さらに、模擬粘糸実験
より、模擬粘糸が流れに放出されることで流れやすくなり、模擬粘糸がシジミ群内にあるとシジミ群全体が流下
するまでシジミが動かないことが分かった。
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粒子フィルタを用いた宮古島仲原地域における透水係数の推定
京都大学

農学研究科

種子永

栄輝

1．はじめに
沖縄総合事務局宮古伊良部農業水利事業所管内の宮古島仲原流域では、現在仲
原地下ダムが建設中である（図 1 に工事の様子を写した写真を示す）
。これがダ
ムの直下地域にある仲原鍾乳洞に対してどのような影響を与えるか、また地下水
上昇の際に安全性を保つことができるかを検討するために地下水解析モデルでの
計算が行われている。しかし、現状では地下水位の再現性はそこまで高くはない。
一方で、モデルを適応する際の透水係数として、実測値や流域内の地質特性を考
慮して計算した結果を用いているが、広域的な透水性を表しているとは限らない。
このことが地下水位の再現性に影響を及ばしていると考えられる。そこで本研究
では、データ同化手法の一つである粒子フィルタを用いて、モデルの重要なパラ
メータである透水係数を推定し、モデルの精度向上に役立てることを目的とした。
「データ同化（Data Assimilation）
」とは、観測データと数値シミュレーション
モデルを組み合わせ、モデルの再現性・予測性能を向上させるための手法であり、
主として海洋学や気象学などの地球科学の分野で発達してきた 1 ）。データ同化手

図1

地下ダム建設の様子

法は観測値を一括して処理する非逐次型と、刻々の観測値を処理する逐次型に分けることができ、前者としては
アジョイント法（四次元変分法、4D-VAR）が、後者としてはアンサンブルカルマンフィルタ（Ensemble
Kalman Filter）や粒子フィルタ（Particle Filter）が代表的な手法として挙げられる 1 ）。逐次型同化手法の中で
もここで挙げたアンサンブルカルマンフィルタや粒子フィルタは非線形問題に適用可能であり、本研究では特に
汎用性の高い粒子フィルタを用いた。

2．推定方法・解析条件
図 2 に宮古島全体の図を示す。本研究では図中の四角で囲まれた部分を三角形
要素を用いた有限要素法によって解析した水位データと観測点における水位デー
タに粒子フィルタを適用した。解析モデルでは、全部で10個の透水ゾーンを想定
し、地下水流動解析を行った。この際、地質状況や地下水位の変動状況から、同
様の傾向を示すと判断した範囲を一つの透水ゾーンとして扱った。図 3 では解析
モデルのメッシュデータ、透水ゾーン（図中にゾーン間の境界線を示している）、
観測データとして用いた水位計の位置（図中の丸の箇所）並びに地下ダムの建設
予定位置（図中の太線）を示している。

図2

推定方法として、具体的には以下の順序で行った。

宮古島全体の地図

1 ．一様乱数に従い、透水ゾーンごとに設定した範囲で一定の値をとる透水係
数の組み合わせを2,000通り用意した。
2 ．降雨条件を考慮した 2 次元地下水解析により、日ごとに各観測点における地下水位を求めた。
3 ．粒子フィルタを用いて、実際の観測水位データに対し、各粒子のシミュレーション結果がどれだけの尤度
を持つかを計算し、重み分布を求めた。

図3

解析に用いたメッシュと観測点の位置
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各透水ゾーンにおける透水係数の設定範囲を表 1 に示す。なお、本研究では解析条件に影響を及ぼす下流領域
の透水係数を調べるため、ダム上流側にあたるゾーンeよりも北側のゾーンの透水係数は一定の値とした。
本研究では、計算コストの比較的少ない地下ダム建設前の降水条件（2011年 5 月 1 日から 7 月31日）を用いた
解析結果と現場水位データを上記の推定方法に適用することで、各透水ゾーンにおける透水係数の推定を試みた。
表1

透水ゾーンにおける乱数設定範囲

3．推定結果と考察
図 4 に、解析の結果である重み分布図を示す。図 4 （d）
、
（e）にあるようにゾーンb-2、cでは明瞭なピークが
見られたことから、これらのゾーンでは透水係数 の推定ができたといえる。一方で他のゾーンに関しては重み
分布図からピークを読み取れるとは言えず、うまく推定ができていないと考えられる。特に最下流領域（ゾーン
a-1、a-2）でこの傾向は顕著である。これは観測点の数が上流領域と比較して少ないことに起因していると考え
られる。また、
ゾーンdで推定がうまくいかない原因としては、ゾーンdと定義した領域に他の透水ゾーンが混ざっ
てしまい、それが正確な推定を妨げた可能性が示唆される。

図 4 各透水ゾーンにおける透水係数の重み分布
（（a）ゾーン a-1,（b）ゾーン a-2,（c）ゾーン b,（d）ゾーン b-2,（e）ゾーン c,（f）ゾーン d）

4．まとめと今後の課題
本研究では、実際の地下水位データと 2 次元地下水解析によるデータを用いて、透水係数の推定を試みた。そ
の結果、主に流域中流部においては推定が可能であった。今後はここで得た透水係数の妥当性を調べると共に、
今回設定した乱数設定範囲の更なる検討、
今回は 3 か月に絞った降雨条件を変更した際の精度に関する考察、ゾー
ン分けの再検討等を進めていくことを考える。

謝辞
本研究にあたり一般社団法人土地改良建設協会国営事業地区等フィールド調査学生支援事業の支援を得た。こ
こに記して謝意を表する。
参考文献
1 ）珠玖隆行，村上

章，西村伸一，藤澤和謙，中村和幸（2010）：粒子フィルタによる神戸空港島沈下挙動のデータ同化，応用力

学論文集，13，67‑77．
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愛知川扇状地の末端分水工掛内での水田水管理の実態と課題
京都大学

農学部

地域環境工学科

水環境工学分野

松澤

拓海

1．はじめに
水田地区の末端分水工掛では、たとえば用水状況が不安定な場合に上流部の過剰取水による下流部での水不足
が問題となる場合がある（谷口・佐藤、2006）
。水配分の不公平性を解消するために、末端分水工掛内で、「水番」
制度を導入する地区がある。このような地区において水番が行っている水田水管理の実態を定量的に把握するこ
とは、将来的に大区画化、ICT化を進めようとする場合の配水ルールの作成のための有用な情報になると考えら
れる。本報告では、水番が導入されている水田地区を事例として、その水利用の実態を示す。なお、本内容は、
2019年度農業農村工学会大会講演会スチューデントセッションにて発表予定である。

2．方法
2.1

調査地区の概要

滋賀県内のK地区を対象とした（Fig. 1）
。地区の水田面積は43ha、内水稲作付面積は32ha、残りは転作田であ
る。第 1 、第 2 分水工からダムを水源とする用水が配水される。地区内には地下水ポンプが 4 基、排水の反復利
用施設が 1 基あり、補助水源として利用されている。地区内小用水路は開水路、小排水路はライニングされてい
ない。10a区画に整備されている。地区内水管理は水
利組合によって行われ、水番制度が導入されている。
耕作面積割合に応じて各農家（計18名）に割り当てら
れ、毎日 3 名ずつがポンプの運転と一筆入水まで管理
している。小用水路の片側のみに導水することによっ
て、 2 日に 1 回圃場に取水される。当番の交代時には
対価が支払われる。
2.2

観測の概要

各分水工の吐出直下流、地区内の 1 つの小用水路の
上流部、中流部、下流部、 1 つの小排水路の末端部お
よび 5 圃場の田面に水位計を設置し、 5 分毎に連続観
測した。水路内の水位から水理学的に流量を推定した。
また、観測圃場の取水量と地表排水量の差を次式から
計算した。

Fig. 1

調査地区

I−D=ET＋P−R＋∆H
ここで、I は取水量、Dは地表排水量、ETは蒸発散
量、Pは浸透量、Rは降水量、ΔHは湛水深変化量（単
位はいずれもmm/d）である。蒸発散量はペンマン式、
浸透量は各圃場の夜間減水深から推定した。調査期間
は2018年 7 〜 8 月である。

3．結果と考察
地区への給水は降雨日を除いて毎日行われた。例と
してFig. 2に 8 月 2 日〜 3 日の用水路流量の経時変化、
Fig. 3に同期間の圃場湛水深の経時変化を示す。 6 時
頃に分水工やポンプから給水を開始し、上流側から小

Fig. 2
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用水路流量の経時変化

用水路の堰上げを順次行いながら圃場に取水してい
ることがわかる。給水の停止は 6 月初めまではおよそ
17 〜 18時まで、それ以降はおよそ10 〜 14時までで
あった。
調査圃場での取水開始から湛水深がピークに達す
るまでは 2 時間弱かかり、次に取水するまでに湛水深
はほぼゼロになる。各圃場の水収支を取水日における
日平均値で表した（Fig. 4）
。圃場 1 と 2 のI−Dの取
水日平均はそれぞれ74, 94mm/dである。これらの値
は、調査した小用水路の上流と中流の流量差と地点間
の片側の水稲作付面積（1,000㎡×23筆）から推定さ
れる平均取水量（77mm/d）と同程度であることから、
地表排水量は少なく、I−Dはほぼ取水量 I と見なせる

Fig. 3

圃場湛水深の経時変化

と考えられる。 5 圃場の平均取水量（63mm/d）に水
稲作付面積の半分を乗じると10,080㎥/dとなる。分水
工からの給水量は5,771㎥/dであったことから、概算
ではあるが、地下水を含む補助水源（反復利用水より
地下水が圧倒的に多いと考えられる）からの用水供給
量は必要量の約40%にあたると見積もられる。
圃場の取水日の平均浸透量はFig. 4より47mm/dで
あり、適正浸透量15 〜 25mm/dを大きく上回ってい
る。浸透量が大きいことが要因となって、本地区では、
地区を二分したローテーション灌漑を、地下水という
地区の補助水源を有効利用しながら行い、さらに、各
農家に圃場の取水管理を任せるのではなく、水番によ

Fig. 4 圃場水収支
（取水日での平均値、括弧内は取水日の日数を表す）

る厳格な取水管理によって地区下流部まで水を配水
しているという実態が示された。

4．課題
将来的な整備によって、大区画化、用水のパイプライン化、水管理のICT化がなされたときに、浸透量抑制対
策を講じたとしても、これまで地区がはぐくんできた水管理組織と水番という制度および形作られた配水ルール、
補助水源の運用をどのようにするのかについて、関係者が注意深く議論する必要があると考えられる。

謝辞
調査協力圃場の農家の方々、近畿農政局をはじめとした関係行政機関、
（一社）土地改良建設協会国営事業地
区等フィールド調査学生支援事業に心から感謝申し上げる。
参考文献
谷口智之，佐藤政良（2006）：灌漑用水の安定性が末端水田地区における用水の配分と利用に与える影響，農業農村工学会論文集，
246, 17-23

34

14

水田のほ場整備の設計におけるイノシシ対策導入の検討
愛媛大学
（現在

1.

地域計画情報学

石原

日化エンジニアリング株式会社

昌祈

勤務）

研究の背景と目的
近年、イノシシが耕作放棄地に餌を求めて侵入し、周辺の農地にも被害が発生している。これに対して、既存

の簡易な柵の設置では、管理の負担が大きく、イノシシへの防除効果が低い問題があり、ほ場整備での、より強
固な対策が求められている。よって、ほ場整備の設計におけるイノシシ対策導入の検討を行う。

2.

対象地区の概要
本研究では、国営緊急農地再編整備事業が行われている安用地区を対象地区とする。本地区は、愛媛県東予地

方に位置する中間農業地域であり、水田率は80%である。本地区は、イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、カラ
スによる被害があり、特にイノシシによる被害が深刻である。本研究では、イノシシを対象とする。

3.

研究方法
安用団地ほ場整備委員会（以下、委員会）に参加し（H30.6.18、9.19、10.29、12.21）
、農地基盤管理に対する

農家の意向の聞き取り調査を行った。次に、地元農家計10人（H30.7.18、11.18）に聞き取り調査を行い、鳥獣の
出没場所と被害状況を把握した。また、現地調査（H30.5.9、10.23、12.10、H31.1.10）により、獣道や足跡、柵
の位置を把握し、地理情報システム（ArcMap10）により、地図上にプロットした。また、被害の多い箇所を対
象に、ほ場整備の設計におけるイノシシ対策導入の検討を行った。その際、中国四国農政局道前平野農地整備事
業所より計画平面図の提供を受けた。

4.

調査結果

1）委員会での聞き取り調査
農家によれば、既存のワイヤーメッシュ
柵（以下、WM）は、破損箇所の点検と修
繕の負担が大きい。また、水路は、草刈り
や泥上げの管理負担が大きい。
2）被害状況等に関する調査
調査結果を図 1 に示す。小島川より南側
で被害が多い。本研究では、ほ場整備地区
内であり、被害が多いA地区を対象にイノ
シシ対策のデザインの検討を行う。

5.

ほ場整備におけるイノシシ対策デ
ザインの検討

図1

表1

1）柵の設置位置
柵には、一筆ごとに囲う個別柵、複数の

内容

獣害対策としての防除効果
農作業効率
生産性

発生するため、柵の開閉を行わなければな
らない。一方、柵の設置距離は、個別柵が
5,055mに 対 し、 団 地 柵 は2,606m（0.5倍 ）
、

イノシシ対策デザインにおける検討項目

項目

農地を囲う団地柵、地域全体を囲う地域柵
がある。地域柵は、道路横断箇所が 7 箇所

イノシシの痕跡、柵の設置場所および今後の検討箇所

潰れ地

潰れ地による農作物の収量への影響

風通し

風の遮断による農作物への影響

水路
管理

外縁部

地域柵は1,555m（0.3倍）である。以上に

障壁
経済性

より、本研究では、A地区において、団地
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障壁の高さと強度
田の際に設置された柵が、収穫や草刈り時
に、機械作業性に及ぼす影響

泥や草の除去のしやすさ
草刈りのしやすさ
破損個所の点検と修繕のしやすさ
障壁の資材費

柵が適当であると判断した。
2）水路を基軸としたイノシシ対策導入の
検討
A地 区 の た め 池 に 接 す る 排 水 路 沿 い
（91m）で、イノシシ対策を検討する。表
1 の項目により、図 2 を評価した。案 1 は
水路の内側に1.0mのWM柵を設置する。案
2 は水路の外側に1.2mのWM柵を設置す
る。案 3 は水路の内側に1.0mのWM柵を設
置し、外側に幅2.0mのバッファーを設け
る。案 4 は水路の外側に1.2mのWM柵を設
置し、幅2mのバッファーを設ける。案 5
は水路の畦上に0.9mの擁壁を設置する。案
6 は畦上に0.6mの擁壁を設置し、水路の
幅を広げる。これらについて、表 1 の検討
項目で評価を行う。獣害対策としての防除
効果は、強度のある擁壁を用いた、案 5 と
案 6 で防除効果が高い。加えて、破損箇所
の点検と修繕の負担も減少する。農作業効

図2

設計断面図

率は、案 1 と案 3 で機械が接触する可能性
があり、低い。次に、案 5 は潰れ地がないメリットがあるが、擁壁が高く、水路と外縁部の管理が行いにくい。
案 6 は潰れ地が発生するが、案 5 より擁壁が低く、水路と外縁部の管理が行いやすい。また、通風を確保するメ
リットがある。さらに案 6 は、水路の外側のバッファーが広くなるため、イノシシが擁壁を飛び越えにくいだけ
でなく、水路の管理も行いやすくなる。以上により、本研究では、案 6 が適当と判断した。最後に検討箇所の障
壁の資材費を試算した。縦1m×横2mのWM柵は580円/枚であり、91mの場合、26,680円である。一方、H30年度
土木工事設計材料単価（国土交通省）では、高炉入り生コンクリートが15,800円/㎥であり、案 6 の擁壁は
245,672円となる。実際には施工費等がかかるため、単純な比較はできないが、資材費だけを比べると、擁壁は
柵の約 9 倍となる。
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ため池堤体への適応を想定した
ベントナイト混合土基礎特性に関する研究
島根大学

生物資源科学部

地域環境科学科
（現在

1.

島田

香川県庁

燿平

勤務）

はじめに
平成29年に農林水産省によって公表された「ため池一斉点検を踏まえた詳細調査等の実施状況」によると、調

査を実施したため池の約55％で耐震不足が確認され、約38％で豪雨対策が必要とされた。農業用水の安定供給と
安全な農村環境の構築のために、これらため池の迅速な改修が喫緊の課題となっている 1 ）。ため池の改修方法に
は、現在では前刃金工法が一般的に用いられる。その前刃金工法の実施には、良質な刃金土が不可欠である。し
かしながら、近年ため池付近で刃金土を確保することが困難になっている。フィールド調査（図 1 ）を実施させ
て頂いた福島県の県北地域では、刃金土として赤土を用いる事例が多く、その赤土は主に南西部の二本松市など
で採取される。しかし、その他の地域では刃金土として適さない真砂土が多く分布しているため、刃金土の確保
が難しくなっている。また、赤土についても、自然含水比が高いといった理由から、施工に苦労しているとのこ
とであった。
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刃金土の不足を解消する手段として、ベントナイト
混合土の利用が考えられている。しかし、ベントナイ
ト混合土をため池堤体に使用した施工実績がほとんど
なく、設計・施工も通常の土と同じ扱いをされている
のが現状である。ベントナイトの活用により刃金土不
足の解消へ貢献するには、ため池特有の供用条件下で
のベントナイト混合土の材料特性を明確にし、設計・
施工手法へ反映することが必要である。本研究では、
そのための取り組みの一環として、せん断強度の評価

図1

試験を行い、ベントナイト混合土の基礎特性に関する

フィールド調査の様子

研究を行った。

2.

研究方法
ベントナイト混合土は、ベントナイトと花崗岩ズリ

を乾燥重量比 1：0.12で混合して作製した。施工時の
締固め条件がベントナイト混合土の基礎特性に与える
影響を明らかにするため、締固め曲線を参考に様々な
乾燥密度と水分状態になるよう供試体を作製した。締
固め曲線を図 2 に示す。ベントナイト混合土の最大乾
燥密度は1.83g/cm³、最適含水比は10.5%であった。供
試体作製条件は、締固め度Dcが85、90、95、100%と
なる乾燥密度に対し、飽和度Srが40、60、80%となる
点と、含水比が10.5、16%となる点の中から、図 2 の
★印のように設定した。この供試体条件により、施工

図2

締固め曲線と供試体

時の締固め度（乾燥密度）や飽和度（含水比）とせん
断強度の関係を明らかにする。せん断強度の評価には一面
せん断試験機を用いた。
供試体は、含水比調整したベントナイト混合土を直径
60mm、高さ20mmのモールド内で所定の乾燥密度に突き
固めて作製した。供試体を一面せん断試験機へ設置した後、
盛立時の状況を模擬するため、不飽和状態で40kPaの上載
圧を作用させた。不飽和圧密での変形が収束した後、湛水
時における貯水の浸透を模擬するため、供試体下部から給
水を行った。給水は約20時間継続した。給水後、定圧条件
下でせん断変位が7mmになるまで一面せん断試験を実施
した。

3.

図3

一面せん断試験結果（Dc=95%）

試験結果と考察
一面せん断試験の結果の一例として、締固め度Dc=95%

の結果を図 3 に示す。この図では、締固め時の水分量の指
標として飽和度Srを用いている。図 3 を見ると、締固め度
が等しい条件でも、せん断時の挙動が大きく異なっている
ことが分かる。せん断変位が7mmに達するまでに生じた
最大のせん断応力をせん断強度とすると、締固め時の飽和
度が大きいほどせん断強度が高くなっている。これより、
ベントナイト混合土の飽和後のせん断強度が、締固め時の
水分状態に影響を受けることが分かる。
次に、締固め条件が異なる各供試体の一面せん断試験か
ら得たせん断強度と、締固め時の飽和度の関係を図 4 に示
す。通常の土と同じように、ベントナイト混合土の場合で
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図4

せん断強度と締固め時の飽和度の関係

も締固め度が大きくなるに伴ってせん断強度が高くなる
傾向にある。また、図 3 で見たように、せん断強度が締固
め時の飽和度の影響を受け、飽和度が大きくなるほどせん
断強度が高くなっていることが分かる。ただし、この締固
め時の飽和度の影響は、締固め度が低い場合にはほとんど
見られないことから、ベントナイト混合土のせん断強度に
与える締固め時の水分状態の影響は締固め度によって異
なると考えられる。
図 5 は、図 4 のデータを、締固め時の飽和度毎にせん断
強度と乾燥密度の関係に整理し直したものである。図 5 を
見ると、締固め時の飽和度が70%程度以上の場合、締固め

図5

せん断強度と乾燥密度の関係

に伴う乾燥密度の増加によってせん断強度が大きく上昇
することが確認できる。一方、締固め時の飽和度が40%の場合には乾燥密度の増加に伴うせん断強度の上昇量が
小さくなっている。これらの結果から、今回実施した実験条件の範囲内では、ベントナイト混合土の締固めに伴
うせん断強度の発現傾向が施工時の水分状態によって異なることが明らかとなった。そのため、ベントナイト混
合土をため池堤体へ適用する場合、この材料特性を考慮して設計・施工する必要があると考えられる。

4.

まとめ
本研究では、施工時の締固め条件とベントナイト混合土のせん断強度の関係について検討を行った。その結果、

締固め時の水分状態が飽和後のせん断強度に影響を与えることや、その影響の程度が締固め度によって異なるこ
とが確認された。ベントナイト混合土を刃金土として用いるには、これら材料特性を考慮することが必要である。
参考文献
1 ）農林水産省（2017）
（参照2018.8.30）：ため池一斉点検を踏まえた詳細調査等の実施状況（平成29年 3 月末時点）（オンライン），
入手先 http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/bousai/170922.html
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地震時におけるベントナイト混合土
強度変化特性に関する研究
島根大学

地域環境科学科

地域工学教育コース
（現在

原田

山口県庁

祐嗣

勤務）

1．はじめに
ため池は全国に約20万基存在し、農業用水の安定供給のために重要な役割を担っている。現行の設計基準に基
づく場合、現存するため池の中には地震や豪雨に対する安全性が十分でないと判断されるものも存在する。これ
らため池は、改修によりその安全性の向上が図られ
る。改修方法には前刃金工法が採用される場合が多
い。前刃金工法の適用には、高い遮水性を有する刃金
土が不可欠である。しかしながら、刃金土として利用
可能な土材材料をため池近傍で確保することが近年
難しくなりつつあり、この課題の解決が求められてい
る。フィールド調査（図 1 ）で福島県県北農林事務所
の方に聞き取りをさせて頂いたところ、現在ため池の
改修では主に赤土を刃金土として用いることが多い
が、その確保に苦労しているとのことであった。

図1
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フィールド調査の様子

本研究では、この課題を解決するため、ベントナイト混合土を刃金土として利用することについて検討を行っ
た。土地改良事業設計指針「ため池整備」では、レベル 2 地震動に対する耐震性能の照査の際に地震時の間隙水
圧の上昇や繰返し載荷による堤体土の強度変化を考慮する必要があると記載されている。したがって、ベントナ
イト混合土を刃金土として用いたため池堤体の耐震性を評価するには、ベントナイト混合土の強度変化特性を把
握する必要がある。

2．実験方法
地震時の非排水繰返し載荷に伴う堤体土の強度変化特性を把握し、地震中に変化する非排水強度を算出するた
め、非排水三軸試験を実施した。試料として用いたベントナイト混合土は、真砂土とベントナイトを混合して作
製した。ベントナイト混合率は、真砂土の乾燥質量に対して13%とした。供試体は、最適含水比に調整した試料を、
直径50mm、高さ100mmのモールド内で所定の乾燥密度に 3 層に分けて突き固めて作製した。供試体の乾燥密度
は、締固め度90%となるように設定した。
地震時に堤体土へ作用する応力状態を模擬するため、実験には繰返し三軸試験機を用いた。実施した試験は、
飽和・圧密した供試体へ単調圧縮載荷のみを行う「純単調載荷試験」
（繰返し載荷の影響がない初期強度を求め
る試験）と、飽和・圧密した供試体へ繰返し載荷を行った後に単調圧縮載荷を行う「繰返し+単調載荷試験」（繰
返し載荷に伴う強度変化特性を求めるための試験）の 2 種類である。「純単調載荷試験」で得られた初期強度と「繰
返し+単調載荷試験」で得られた強度を比較することによ
り、ベントナイト混合土の強度変化特性を評価した。

3．試験結果
図 2 に、ベントナイト混合土の（a）主応力差―軸ひず
み関係と（b）有効応力経路の一例を示す。図 2 には、
「純
単調載荷試験」の結果と「繰返し+単調載荷試験」の結果
を併せて示している。
「純単調載荷試験」でのベントナイ
ト混合土の有効応力経路を見ると、
供試体がやや緩詰め（締
固め度90%）であることから、平均有効主応力はせん断に
伴って低下した。これは、ベントナイト混合土がせん断時
に負のダイレタンシーを示し、過剰間隙水圧が発生したた
めである。「繰返し+単調載荷試験」の有効応力経路を見
ると、繰返し載荷回数の増加に伴って平均有効主応力が低
下し、「純単調載荷試験」での値よりも小さくなった。主
応力差―軸ひずみ関係では、平均有効主応力の低下に伴っ
て供試体が軟化し、一定の応力振幅の繰返し載荷によって
軸ひずみが徐々に大きくなることを確認できる。しかしな
がら、軸ひずみが大きな値（10%）になるまで非排水繰返
し載荷を継続したにもかかわらず、平均有効主応力はゼロ
に達することなく、
約11kN/㎡が保持されていた。また、
「純
単調載荷試験」での最大主応力差（初期強度）と、
「繰返
し+単調載荷試験」の単調載荷過程で発揮した最大主応力

図2

非排水せん断試験結果の一例

差を比較すると、
「繰返し+単調載荷試験」での値は繰返
し載荷によって大きなひずみが生じた後であるにもかかわ
らず、「純単調載荷試験」での値とほとんど変わらない。
つまり、繰返し載荷による強度変化がほとんど生じていな
い。
図 3 に、「繰返し+単調載荷試験」の繰返し載荷過程で
生じたひずみ振幅と、繰返し載荷後の単調載荷過程で発揮
した最大主応力差の関係を示す。図 3 は、地震動による繰
返し載荷の程度（繰返し載荷過程で生じたひずみ振幅）と、
繰返し載荷後に残存する強度（最大主応力差）の関係を表
す。図 3 を見ると、繰返し載荷によって生じるひずみ振幅
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図3

繰返し載荷による強度変化

が10%までの範囲では、今回用いたベントナイト混合土（混合率13%、締固め度90%）はほとんど強度変化を生
じないことが分かる。これより、ベントナイトを混合することによって、非排水繰返し載荷に伴う強度変化が生
じ難くなる可能性が示唆された。

4．まとめ
本研究の結果、ベントナイトの混合により非排水繰返し載荷に伴う強度変化が生じ難くなることが考えられた。
今後、ベントナイトの混合率や締固め度の影響などを明確にし、ベントナイト混合土の刃金土としての適用性や、
適用する場合の留意点等を明らかにする必要がある。
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刀利ダムおよび大迫ダムの現地訪問を通して
鳥取大学

農学部生物資源環境学科
（現在

長崎

株式会社フジタ

智菜

勤務）

農林水産省農村振興局整備部の調査（2018年 3 月現在）に
よれば、農業用ダムの総数は1,521基、国営土地改良事業に
よって造成された農業用ダムは全国に181基あり、その内
アーチ式ダムは刀利ダムと大迫ダムの 2 基のみである。刀利
ダムは富山県南砺市に位置し、1967年に完成した。大迫ダム
は、奈良県吉野郡に位置し、1973年に完成した。両ダムは完
成から50年近くが経過しており、老朽化の進行が懸念されて
いる。また、アーチ式ダムは堤体が重力式コンクリートダム
よりも薄く環境条件による影響を受けやすいという特徴が
ある。本研究では、アーチ式ダムの長期的な劣化解析による
将来的な劣化進行予測を行うために、各ダムの解析に必要と

写真 1

刀利ダムにおける見学の様子

写真 2

大迫ダムにおける見学の様子

なる気温および水温モデルを過去の測定データを分析する
ことで作成するのが目的である。
気温モデルは、刀利ダムにおいて1981 〜 2017年度、大迫
ダムにおいて1973 〜 2017年度の測定データを用いて、年間
のサインカーブで求めた。この気温モデルを作成した結果か
ら、平均気温は大迫ダムの方が高く、また年間の気温の変動
である振幅は刀利ダムの方が大きいことが分かった。また、
凍結融解回数も刀利ダムの方が多いことが分かった。
一方で、ダム貯水池における水温モデルを作成するにあた
り、2018年10月 9 日に富山県小矢部川ダム管理事務所・北陸
農政局西北陸土地改良調査管理事務所、2018年 7 月20日に近
畿農政局南近畿調査管理事務所・大迫ダム管理所において測
定データの計測方法およびデータ整理を行う上での疑問点
についてヒアリングを行った。
一般にダム貯水池における水温は、
水深が深くなるにつれて低下する。したがって、モデルを作成するにあたっ
ては水温の傾向が異なる毎に水深を区分けし、それぞれに対してモデルを作成しなければならない。この水温の
傾向を捉えることが、本研究において一番の課題であった。
貯水位の年間変動は、ダムによって全く違う傾向を示していた。この変動は農業用ダムならではの水の利用の
違いによるものであると考え、ダム貯水池からの放流量および河川からの取水量に関する資料を提供していただ
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くとともに、現地でのヒアリング結果を踏まえて考察を行っ
た。 1 年間を通しての水の利用は、主にかんがい期と非かん
がい期により分けられ、かんがい期には水位は下がり、非か
んがい期においては来年の放流に備えて水位を上げる。また、
降水量が増える時期には灌漑に備えて水位を下げすぎたり上
げすぎたりしないような管理があることが分かった。
また、年間の水温の変動は、気温や日射の影響により変動
しており、特に表面取水を行う刀利ダムでは取水や放水に
よって水温を測定する堤体近くの貯水が攪拌されるためであ
ると考え、取水口の開閉および放水工（ハウエルバンガーバ
ルブ）の使用履歴についても調べた。その結果、灌漑用水た

写真 3

刀利ダムにおけるヒアリングの様子

めの取水（放流）を行う期間、発電のための取水を行う期間
で取水口の開閉位置が異なることが、水温の変化に大きく影響していることが分かった。
これらの検討の結果、刀利ダムおよび大迫ダムにおける貯水池水位の変動期間を定め、それぞれの期間におけ
る水温−水深の関係図を作成し、水深区分毎に水温モデルの作成を行った。
本研究に取り組むことで、貯水位の変動や取水方法は、降水量などの気象データやダムの基本的な情報から分
かることだけでなく、ダムを日々安全に運用し、また長期的に利用し続けるための様々な要素によるものである
ということを初めて知ることができた。これは、自分の研究がどのように役立っていくのか身をもって感じるこ
とができ、本研究を進める原動力となった。また、現地に行くことで、ダムの運用に関わってこられたたくさん
の方々により今日まで蓄積されたデータを用いて研究を行うことができるということを、学部生という身であり
ながら感じることができたことは、私のこれから土木分野で働いていく上での貴重な経験となった。
最後になりましたが、富山県小矢部川ダム管理事務所・北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所、近畿農政
局南近畿調査管理事務所・大迫ダム管理所の皆様に厚く御礼申し上げます。
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高知南国地区農地の礫分布が労働生産性と
土地生産性に与える影響について
高知大学

農学部農学科

流域環境工学コース
（現在

上柿

株式会社サイゼリア

佳菜

勤務）

1．はじめに
高知県屈指の農業地帯を誇る南国市の耕地面積率は、森林率が84%といわれる高知県 4 %にあって20%と全国
平均12%と比較しても高い値を示している。しかし、小規模・零細な農業が主体となる稲作では、反収が約
450kg/10a（全国平均約530kg/10a）に止まっている。また、60kg当たりの玄米生産費が18千円（全国平均14千円）
となり、これに対して高知県産コシヒカリの相対取引価格は15千円（全国平均15.5千円）と経営が深刻になって
いる。したがって、農業の担い手と高齢化が進みこの20年間で就業人口が 7 割減少し2,200人になり、65歳以上
が60%を占めている。
このような状況に至ったのには、南国市の圃場整備率が 7 %に止まり、高知県32%、全国65%と比較して農業
農村整備の遅滞が示唆される。そのためには、地域の現状を踏まえ、分散錯圃を解消し、整形・大区画圃場化と
汎用農地化、用排水路、農道の圃場整備が急務となっている。現在、国営緊急農地再編整備事業により農業基盤
を強化、大型機械の導入、集落営農の組織化、高収益作物の導入、 6 次産業化の推進により振興を図る計画が進
められている。
そこで、本研究では現在進められている高知南国地区圃場整備事業概要計画を推進させるための一助として、
生産農家の協力を得て、農地に分布する礫とトラクタのロータリ耕耘爪の摩耗、減水深、玄米収量を調査し、現
状の把握と土層改良（除礫）の必要性を明らかにするための調査を行った。
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2.

調査地の概要および調査項目について
高知南国地区圃場整備事業南国地区の地質は、秩父帯、

四万十帯に属し、急流河川である物部川により上部の三波
川帯からの流入がある扇状地を形成している。いずれの地
質も脆く過去に多くの出水、洪水を繰り返してきたため、
表層には砂礫が多く含まれている。本地区は、奈良平安の
時代より開田により農業が営まれ、江戸時代初期に用水路
の整備、第二次世界大戦後からは河川堤防の築立が進み高
知県内屈指の農業地帯を形成している。
本研究では、物部川流域の南国市、香美市を対象とした
2007、2008、2009、2010年の調査データに2018年に行った

サンプリング

調査結果を加えて分析を行った。礫分布調査では 1 農地か
ら作土深15cmとして、2649㎤の土壌を採取し、JISによる
ふるい分けを行い土壌の単位体積当たりの礫体積を礫率と
し た。 ま た、 礫 は 粒 径 が2mmか ら19mm未 満 を 小 礫、
19mm以上を大礫として分類した。なお、土層改良目標の
上限値である礫率 5 %（0.05㎥/㎥）を超えて礫が分布する
農地を土層改良必要農地とした。礫分布調査は、物部川流
域129箇所（15.4ha）の農地を対象とし、弘前市（青森県）、
日立市（茨城県）の農地土壌も参考として行った。
トラクタのロータリ耕耘爪の摩耗調査は、礫分布調査を
実施した農地の一部の耕作農家の協力を得て代掻き時に
行った。ロータリ耕耘爪の摩耗量は、任意の耕耘爪 1 本の

減水深調査

代掻き前と代掻き後の質量を計測することで行った。また、
協力農家より、耕作地および耕耘回数（代掻き時、年間）

の聞き取り調査を行った。ロータリ耕耘爪の摩耗は、代掻き前の質量を基準とした質量比（wt.%）を単位面積（ha）
当たりの摩耗比としてあらわした。一台のトラクタは、複数の水田を耕し、それぞれの水田の礫率が異なるので
加重平均礫率を求めた。さらに、レキ率を分母として小礫と大礫に区分してそれぞれの割合（小礫割合+大礫割
合= 1 ）を求めた。ロータリ耕耘爪の摩耗調査は、延べ18の水田で行った。
減水深調査は、礫分布調査を実施した農地の一部の耕作農家の協力を得て、田植え後から登熟期にかけて毎日
行った。減水深測定器は、N型減水深に倣い自作装置を使用した。減水深は、降水のなかった日の水深の差から
日減水深（mm/d）としてあらわした。日減水深は、田植え・活着の深水期と分げつ・出穂である中干期（調査
地では間断灌漑時期が梅雨に相当し、積極的な水管理を行わないため中干期としてあらわす）に分けて、中干期
と深水期の比の平均であらわした。減水深調査は、延べ19水田で行った。
玄米収量調査は、礫分布調査を実施した農地の一部の耕作農家の協力を得て、収穫直前に 3 株の稲を刈り取り、
塩水選により登熟歩合、籾摺り後に玄米質量を求めた。また、農家からの聞き取りにより、坪当たりの稲株数、
農地面積、作況の調査を行った。調査は、30水田延べ44反復行い、反収（kg/10a）であらわした。

3.

結果と考察

⑴

礫分布と固相に占める礫の割合
礫分布調査の結果、129箇所の面積

を考慮した加重平均礫率は0.041㎥/㎥
であり、27箇所21%の農地では、土層
改良目標の上限値である礫率 5 %
（0.05㎥/㎥）を超えて礫が分布してい
た。また、粒径が19mmを超える大礫
が94箇所73%の農地で確認された。さ
らに粒径が37.5mm以上の巨礫が15箇
所12%の農地に見られた。参考として
調査を行った日立市の火山灰土壌では、

Fig. 1
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調査地おける礫率と固相に占める礫の割合の関係

礫率が0.003㎥/㎥、大礫は認められなかった。
また、固相に占める礫の割合は、礫率 5 %（0.05㎥/㎥）までは0.1以下とわずかであるが、これを超えると緩
やかに上昇傾向となり、礫率が0.15㎥/㎥では0.2、0.20㎥/㎥では0.25となった（Fig. 1）。また、礫率0.05㎥/㎥付
近まではほぼ小礫が礫の多くを占めるが、礫率が上昇すると大礫が増え、固相に占める礫の割合が小礫より多く
なる箇所も存在した。これらのことから、調査地を行った農地では土層改良目標の上限値に近い礫が分布し、多
くの農地で大礫が分布し、礫率の上昇に伴い大礫が占める割合が増加することから除礫の必要性があることが示
唆される。
⑵

礫がトラクタのロータリ耕耘爪の摩耗に与える影響
トラクタのロータリ耕耘爪の摩耗調査を行った農地の礫率は、0.02㎥/㎥から0.05㎥/㎥であった。礫率が高く

なると摩耗量が増える傾向にあり、これを小礫、大礫に区分して摩耗のとの関係をFig. 2に示した。この図では、
土壌中の礫は大礫の割合が増えると摩耗比が高くなり、1ha当たり 1 %を超えて摩耗が進むことを示している。
調査協力耕作農家は、代掻きでは 1 枚の水田でトラクタは 2 から 4 回、 1 年間で10から15回の耕耘を行い、ロー
タリ耕耘爪が30%程度の摩耗で交換する。このことから、
1haの水田耕作を行うと 1 年間で、ロータリ耕耘爪が10%か
ら15%で摩耗することになる。調査協力耕作農家は、おおよ
そ2haから3ha程度の稲作を行い、他の農地では畑作を行っ
ていることから、 1 年から 2 年でロータリ爪耕耘爪交換の必
要性があり、一式で約30千円の生産費用がかかることにな
る。さらに、大礫の増加はロータリ動力伝達部分を含めた機
械全般の損傷の原因となるばかりでなく、作業機械管理の増
加が懸念される。このことは、礫率、大礫が増えることで生
産費の負担が増え、収入の減少が示唆される。
⑶

礫率が減水深に与える影響
礫分布調査を実施した農地の中で水田耕作をしている19

箇所で、減水深調査を行い、無降水日の日減水深を得た。さ

Fig. 2

大小の礫割合とロータリ耕耘爪の摩耗比の関係

らに、それぞれの水田で田植え・活着の深水期と分げつ・出
穂である中干期に分け、この平均日減水深を求めたところ、お
およそ深水期の日減水深が中干期より2mm/d程度大きくなっ
た。このことは膨軟であった作土が落水により収縮し、間隙が
小さくなり、浸透が制限されたことが示唆される。
中干期限水深／深水期限水深値の比と礫率との関係をFig. 3
に示す。この図から、礫率が0.05㎥/㎥より低い水田の中干期
限水深／深水期限水深比が0.8から0.9であったものが、礫率が
高くなるとバラツキがあるものの増加傾向にあった。これは、
礫率が高くなると降下浸透が高まり、減水深に影響を与えると
考えられる。このことは、礫が増えることで、水田用水量が増
えると同時に水管理のための時間が増えることが示唆される。
⑷

礫率が玄米収量に与える影響

Fig. 3

礫率が減水深に与える影響係

Fig. 4

礫率が玄米収量も与える影響

玄米収量調査は、2008、2009、2010、2018年に行ったが、登
熟歩合には年による有意な影響は見られず、80%から95%の間
で、平均で87.5%になった。玄米収量にはバラツキが認められ
たものの、平均で452kg/10aとなり、南国市のほぼ平均反収と
同じになった。玄米収量に与える礫の影響は、礫率が0.05㎥/
㎥より低い水田で463kg/10a（登熟歩合88%）になった（Fig. 4）。
礫 率 が0.05㎥/㎥ を 超 え る 水 田 で は、427kg/10a（ 登 熟 歩 合
86%）と平均玄米収量より低くなった。特に、礫率が0.15㎥/㎥
を超えると玄米収量が400kg/10a以下となり、これは15千円
/10aの減収に相当する。このことから、礫率が高くなると登熟
歩合には大きな影響はないものの玄米収量が低下し、減収につ
ながることが示唆される。
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4．まとめ
本研究では、高知県南国市内の129箇所、15.4haの農地の礫分布を調査した。また、水田耕作農家の協力を得て、
ロータリ耕耘爪の摩耗、減水深、玄米収量調査を行った。その結果、礫率が0.05㎥/㎥を超える農地が21%分布し、
粒径19mm以上の大礫が73%、粒径37.5mm以上の巨礫が12%存在した。
このような農地の中から耕作農家の協力を得てトラクタのロータリ耕耘爪の摩耗を調査したところ、大礫の割
合が増えると摩耗比が高くなり、1ha当たり 1 %を超えて摩耗した。このことから、 1 年から 2 年でロータリ爪
耕耘爪交換の必要性があり、一式で約30千円の費用や機械全般の損傷の原因の懸念を示した。また、礫率が高く
なると耕作期間中の減水深が大きくなり、水田用水量の増加と水管理に要する時間が増えることを示唆した。さ
らに、玄米収量調査から、礫率が0.05㎥/㎥を超える水田で427kg/10aになり、礫率が0.15㎥/㎥を超えると玄米収
量が400kg/10a以下となり、15千円/10aの減収につながることを示した。
以上のことから、徐礫による表層土の改良を圃場整備の過程で実施し、礫率を0.05㎥/㎥以下にすることは、
トラクタのロータリ耕耘爪の交換費用を軽減し、水管理の省力により労働生産性を高める。また、除礫は、玄米
反収を増加させることで土地生産性の向上が期待される。
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ナトリウム系含浸材を用いた新たな表面被覆工法の
長期耐久性の評価
高知大学
（現在

農学部

石川

西日本コンサルタント株式会社

秀之

勤務）

1．はじめに
老朽化したコンクリート構造物に対して、耐久性や安全性、使用性といった要求性能を所定の水準以上に保つ
ため、補修・補強など対策工法を選定する必要がある。
補修・補強について様々な課題がある中に、補修工法として新たに開発された表面被覆工法の耐久性の回復や
工期の短縮といった現場適用性の向上が課題の一つである。
本研究では、補修工法として新たに開発された表面被覆工法の長期耐久性を明らかにするために、現在も進ん
でいる当該工法の長期実証試験の結果を報告する。

2．実証試験の概要
2.1

実験の目的

長期耐久性の評価では、農業農村整備事業の現場にすぐ生かせるレベルでの創意工夫による新技術開発を進め
ている。長期耐久性評価試験として、新潟県長岡市と栃木県那須塩原市に存在する凍害を受ける厳しい自然条件
下で、
施工条件として多湿な環境下にある既設RC開水路の 2 か所を対象に、速硬型ポリマーセメントモルタル（以
下、速硬型PCMとする）とナトリウム系含浸材（以下、含浸材とする）を用いた新規開発工法を行っている。
その際に気象条件等による不具合の有無や緻密化を確認するため実証試験を進めている。
2.2

対象地の概要

試験現場である新潟県長岡市の水路は平成 3 年（1991年）に施工されRC構造の水路である。施工部位は両壁
面と底版である。現場周辺の環境は寒冷地であり、水路内の流水を断水することが可能である。
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栃木県那須塩原市の水路は、深山ダムをはじめとした 4 つのダム・調整池が存在する。この対象水路は昭和52
年（1977年）に竣工されRC構造の水路である。施工部位は両壁面（ハンチから上面）である。現場周辺の環境は、
寒冷地で水路内の流水は断水ができないため減水状態である。
2.3

速硬型PCMの概要

速硬型PCMは、構成材料が多岐にわたるが、基本的に速硬セメントや粉末樹脂（今回はアクリル系を使用）、
細骨材、繊維、特殊混和材から構成されている。強度発現が良好で施工性も改良してある場合が多く、繊維を含
んでいるためひび割れや剥離に対して有効とされ、施工時・施工後の気象条件に起因する不具合を低減する特徴
を有している。
2.4

含浸材の概要

表面含浸材は、建設材料の中では比較的新しい材料であり、現在も様々な研究が進められている 1 ）。今回使用
するナトリウム系含浸材は、建築分野では防水機能を目的としており、コンクリートの微細なひび割れを充填し、
透水抑制効果を発揮する。空隙の大きいひび割れでも抑制効果は発揮されるが、完全に収束されることはない事
例も報告されている 2 ）。つまり、ひび割れ充填効果には限界がある、と理解すべきであるが、その適用限界は明
確ではない。
2.5

補修工法の概要

まず、既設RC開水路に対して超高圧洗浄機（吐出圧力
100Mpa）で汚れやコケ等を除去した。次に、含浸材を噴
霧したのち散水養生を行い既設面の表層部の緻密化を図っ
た。その後速硬型PCMを不陸調整＋3mmの厚さでコテ塗
りを行い、この時躯体実淳状態を維持し接着力を高めるた
め、コテ押さえを十分に行った。最後に、速硬型PCMの
表層を緻密化することを目的とした、含浸材の噴霧と散水
養生を行った。

3．調査方法
調査方法は、目視試験による壁面の浮きや変状の確認。
打音法による浮きの確認。表層透気試験（写真 1 ）による

写真 1

躯体の評価を行った。それをもとに過去のデータと比較し
評価を行った。

kt
（×10�16m2）

目視試験によるひび割れや変状

〇新潟県長岡市

0.006
0.004

0

できたが、 2 年目ではひび割れや変状は確認できなかった。

左側壁面

これは含浸材の効果が十分に発揮され塞がれたためと考え

図1

られる。

右側壁面

底版

表層透気試験（新潟県長岡市）

打音法による浮き

施工前

〇新潟県長岡市

施工後1年時

施工後2年時

0.06

浮き個所は確認できなかった。

0.05

kt
（×10�16m2）

〇栃木県那須塩原市
浮き個所は確認できなかった。
4.3

測定不能

0.002

測定不能

1 年目の追跡調査時には0.2mm程度のひび割れ幅が確認

施工後2年時

0.008

測定不能

〇栃木県那須塩原市

施工後1年時

測定不可能

ひび割れや変状は確認できなかった。

4.2

施工前

0.01

4．結果と考察
4.1

表層透気試験の様子

表層透気試験

0.03

新潟県長岡市の表層透気試験の結果をFig. 1に示す。今

0.01

回の調査では、底版に水が溜まっており測定が不可能で

0

測定不能

0.02

あった。左側壁面で値の増加が気になる結果となったが、
現状ではどちらのデータがどのような意味を持つのか判断
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測定不能

〇新潟県長岡市

0.04

左側壁面

図2

右側壁面

表層透気試験（栃木県那須塩原市）

できない。しかし、施工前は表層の不陸が多く、表層透気試験の測定が不能であったものが、補修後 1 年目 2 年
目とも0.001 〜 0.01kt（×10-16㎡）の範囲に収まっており、良好な数値となった。
〇栃木県那須塩原市
栃木県那須塩原市の表層透気試験の結果をFig. 2に示す。左側壁面では0.01kt（×10-16㎡）と良好な結果となっ
たが、右側壁面が0.05kt（×10-16㎡）と値が急増している結果となったため、今後も調査を行い経過の観察を行っ
ていく必要がある。しかし、施工前は測定不能だったものが、 1 年目と 2 年目も良好な結果を得ることができた。

まとめ
今回の新潟県長岡市と栃木県那須塩原市を対象とした速硬型PCMと含浸材の複合工法による長期耐久性評価
試験は、目視および打音法では異常は確認されなかった。栃木県那須塩原市では 1 年目にあったひび割れが確認
されなかったため、含浸材が効果を発揮したことが確認できた。表層透気試験では、補修前には全体的に不陸が
大きく測定不能であった水路躯体が、補修後は表面遮蔽性が大きく向上し、その効果は 2 年経過した現在も持続
していることが確認できた。ただし、二現場とも透気係数が両岸で異なる値を示したため、今後もこの原因を分
析していく予定である。
参考文献
1 ）野中ら（2015）表面含浸材を塗布したコンクリートの透気性と中性化に関する検討．日本建築仕上学会，大会学術講演会研究発
表論文集，pp131-134
2 ）山本ら（2011）けい酸塩系表面含浸材による微細ひび割れの透水防水性に関する検討．コンクリート構造物の補修，補強，アッ

プグレード論文報告集第11巻pp349-345
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鹿児島県徳之島におけるサトウキビの減収要因の検討と
除塩散水の効果
九州大学

農学部

生物資源環境学科

灌漑利水学研究室

藤安

一輝

1．はじめに
鹿児島県大島郡徳之島では、サトウキビは全体の作付面積の 6 割を占める基幹作物である。本地区では、台風
や強風によって海水がサトウキビの葉に付着し、巻き上がりや枯死などが起こる潮風害が問題となっている。地
元では散水によって葉に付着した塩分を洗い流す除塩散水が行われているが、効率的な除塩のために必要な散水
量や、必要な散水タイミングが明らかではないため、経験的な判断に委ねている。一方で、徳之島は水源が乏し
いため、少量の散水で効率的に除塩することが求められる。
本研究では、徳之島における過去のサトウキビ収量と各年の気象状況を分析することで、サトウキビの減収を
引き起こす要因を明らかにする。また、現地において除塩散水
の実証試験を行うことで、その効果と実施上の課題を明らかに
する。

2．研究方法
⃝研究対象地
除塩散水を実施している鹿児島県大島郡徳之島を対象地と
した（図 1 ）。後述の海水散布試験は、徳之島南東部の海岸付
近に位置する南亀地区の圃場で行った。本圃場は海側の畦畔に
2 基、圃場中列に 3 基の計 5 基のスプリンクラーで灌漑を行っ
ている。

図1
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徳之島の圃場とアメダスの位置

⃝サトウキビの減収要因の検討
2007年から2017年までの11年間を対象に、各年の徳之島のサ
トウキビの単収（kg/10a）と各種気象要素との相関係数を求
めた。単収データは、鹿児島県が発表している「さとうきび及
び甘しゃ糖生産推移」のものを使用した。検討した気象要素は、
天城町の年間最大風速、伊仙町の年間最大風速、奄美地域への
台風の年間接近数、風台風（最接近時 1 日間の降雨量が5mm
以下の台風）の回数、年平均風速、年平均降雨量、年平均気温、
年平均日照時間、最長連続干天日数の 9 項目とした。年間最大
風速、奄美地域への台風の年間接近数、風台風の回数は、天城
町と伊仙町の 2 か所のアメダスデータ、それ以外は農研機構の
農業気象メッシュデータを利用した。最長連続干天日数は、日
雨量が5mm以下の条件が最も長く続いた日数とした。

図2

試験装置の概略

⃝海水散布試験（試験日：2018年9月13日、14日）
前述の圃場において、サトウキビ 1 株あたり海水 1 Lを動力噴霧器で散布することで潮風によるサトウキビへ
の塩の付着を再現した。散布後、 1 株につき 4 枚の葉を採取した。ポール 1 本につき採取した葉 1 枚を、サトウ
キビの背丈と同程度の高さになるように約3mのポールの頂点に貼付し、そのポールを採取元のサトウキビを囲
むように四方に立てた（図 2 ）
。ポールの設置地点を面する方角に対応してS,E,W,Nとした.このような株を各被
験日に 4 個所、 2 日間で計 8 箇所設置した。なお、採取地点をそれぞれA~D、E~Hとした。実際の除塩散水と
同様にスプリンクラーを用いて散水し、既定の時間（ 9 月13日は30、60、90、120、180、240min、 9 月14日は
30、60、90、120、180min）ごとにポールに貼付した葉の水滴を回収し、そのECをHORIBA LAQUAtwin-EC33Bで測定した。また、 9 月14日には、カップ内の水の体積をメスシリンダーを用いて測定した。さらに、葉に
残存する塩を把握するため、除塩散水終了後に葉を回収し、研究室にて水道水で洗浄し、その洗浄水のECを上
記のEC計で測定した。

3．結果と考察
⃝サトウキビの減収要因の検討
サトウキビの単収に対して平均風速並びに天城町の最大風速との相関が最も強く、相関係数R=0.912であった。
なお、伊仙町の最大風速も相関係数R=0.900と強い相関を示した。しかし、天城町と伊仙町の最大風速同士は相
関が強いため、伊仙町の最大風速は除外した。
今回対象とした11年間において、天城町と伊仙町で最大風速が観測された日を調べると、伊仙町では最大風速
を記録した日のほとんどが台風によるものであった。一方、天城町では11年のうち 4 年は台風以外の時期である
12月と 1 月に最高風速を記録している。伊仙町ではサトウキビの減収に台風が影響している可能性が高く、台風
通過後の潮風害対策で効果を期待できる。しかし、天城町では、台風時期以外に最高風速が起こる天城町では、
台風の通過の有無だけで潮風害の発生を予見できないため、実際の風速に基づいた潮風害対策の実施が必要であ
ることが示唆された。
⃝海水散布試験
地点によってECの時間変化にはばらつきはあるものの、概ね散水後60 〜 120minでECの値はほぼ安定するこ
とが分かった。 9 月14日の地点G、地点Hの 2 地点では特にECのばらつきが大きかった（図 3 ）
。また、地点G、

図3

地点G、HにおけるECの時間変化
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地点Hではカップ内にたまった水の体積が少なかった。このことから、スプリンクラーの位置や風向により、こ
の 2 地点では散水が十分に行われていなかったことが考えられる。

4．まとめ
サトウキビの減収の要因として、風速の影響力が強いことが分かった。また最大風速は、地域によって発生す
る時期が異なり、台風のみではなく実際の風速に則して除塩散水を行う必要があることが示唆された。除塩散水
では、散水量に地点によるばらつきが存在し、風向等の要因が考えられる.除塩散水においては、この点も考慮
する必要がある。
参考文献
⃝独立行政法人農畜産業振興機構（2011）：さとうきびの台風対策〜潮風害判定法とかん水による塩分除去技術

https://www.alic.

go.jp/joho-s/joho07_000275.html （2019/02/07）
⃝農林水産省（2005）：サトウキビ増産プロジェクト基本方針
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kanmi/h17_1/pdf/ref_data5.pdf （2019/02/07）
⃝前田剛希・下地格・宮城克浩・手登根正・下地浩之・上地克美・知念潤・伊志嶺弘勝・砂川浩之（2015）：塩水暴露された春植え
サトウキビの生育と品質の変化および除塩に必要な散水量，沖縄農業，Vol.47（ 1 ），pp.3-16
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地下ダムを水源とする畑作地帯における営農条件が
地下水環境に及ぼす影響評価
佐賀大学
（現在

農学部

坂田

鹿島建設株式会社

徹

勤務）

1．はじめに
鹿児島県の島嶼部や沖縄県では表面水に乏しく恒常的な農業用水不足に陥っていた。これを解消することを目
指し、地下ダムを建設して地下水を農業用水として活用するための事業が行われてきた。こうした地域では、多
品目の収益性の高い作物生産が可能になった。一方で、夏季の連続干天による灌漑用水需要の集中が起こりやす
く、地下ダムからの揚水が不足するケースも存在する。また、台風の後には除塩用水の需要も増大する。本研究
では、地下ダムを水源とする畑作地帯において、水利用などの営農条件が地下水環境に及ぼす影響を評価するこ
とを目的とする。

2．調査地域の概要と調査方法
本研究の対象地区として選定した鹿児島県喜界地区（国
営かんがい排水事業）は隆起サンゴ礁からできた平坦な地
形である。島全体を透水層である琉球石灰岩が覆ってお
り、基盤層には難透水層（島尻泥岩）が広がっている。本
地区において図 1 のA~Eの 5 地点でボーリングを行い、
その結果を用いて地質と標高を読み取った。また、各地点
の地下水位を測定した。

図1

調査位置図

3．蒸発散位の推定
対象地区における用水需要を評価するためペンマン法によって蒸発散位を算定した。
（1）
、Δ：気温 t における飽和水蒸気曲線の勾配（hPa ℃-1）、γ：乾湿計定数（＝
ここでETpen：蒸発散位（mm d-1）
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0.66hPa ℃-1）
、S：純放射量（MJ m-2）
、l：水の蒸発潜熱（MJ
kg-1）、u2：高さ2mの日平均風速（m s-1）
、esa：気温 t にお
ける飽和蒸気圧（hPa）
、ea：空気の水蒸気圧（hPa）である。
式（1）で計算したETpenに作物係数を乗じることで蒸発散
量を求めることができる。

4．結果と考察
図 2 はボーリングデータから 5 地点の透水層と難透水層
の標高を推定したものである。この結果より透水層の厚さ
は場所によって大きく異なっており、規則性も見受けられ

図2

ボーリング地点における地質構造と地下水位

なかった。E地点は透水層である琉球石灰岩層が他よりも
厚いことがわかる。また、石灰岩層の中でも間隙が多い箇
所と少ない箇所が存在し、その深さもばらつきがあった。
この結果より、地下水賦存量には空間的な違いがあり、把
握にはより多くの地点でボーリング調査を行うことが必要
であるといえる。
また、対象地区の地下ダムの受益地における用水需要と
供給のバランスを評価するため、式（1）を用いて蒸発散
位を求めた。気象データは近傍の測候所の渇水年（2013年）
のデータを用いた。蒸発散位から蒸発散量を求め、除塩用

図3

受益地の消費水量と供給可能水量の比較

水を含めた受益地の消費水量を算出した。除塩用水は最大
風速が10m s-1以上かつ降水量が4mm d-1以下の日に適用さ
れると仮定し、灌漑水量は4mm d-1と定義した。図 3 は受
益地の年間消費水量と供給可能水量（降水量と地下ダム容
量を合算した値）の比較を示している。この図から通年で
は供給可能水量の方が消費水量より若干多いため、渇水時
でも農業用水の利用方法を工夫することで現状の水利施設
のみで十分な作物生産を行うことは可能であると考えられ
る。また、地下ダムによって、降水による供給量の不足分

図4

月ごとの蒸発散量と降水量の比較

が賄われていると判断することができる。さらに、季節的
な用水需要と供給のバランスを評価するため、月ごとの蒸発散量と降水量の比較した（図 4 ）。この図より、
2013年は降水が 3 月から 6 月に集中し、蒸発散量の多い夏季には降水がほとんどない。このことから夏季の灌漑
は地下ダムに依存していることが考えられ、水不足のリスクが高い状況にあったと判断することができる。

5．まとめ
本研究では、地下ダムを水源とする畑作地帯である鹿児島県喜界地区において、水利用が地下水環境に及ぼす
影響を評価することを目的として調査を行った。対象地区の地質は場所によって石灰岩層の厚さが大きく異なり、
空隙の分布も違うため、地下水をより多く帯水できる層を特定することは難しいことが明らかとなった。受益内
外における地下水賦存量を精度よく把握するためには、ボーリング調査箇所を増やして地質の空間分布を明らか
にすることが必要であると判断することができる。また、地下ダム受益地における蒸発散量を求め、消費水量を
定量化した。消費水量と供給可能水量を比較すると、
蒸発散量が多く用水需要が増大する時期には降水量が小さく、
用水需要が少ない時期には多くの降水が生じる結果となった。このことから農業用水の需要には時期的な変動が
大きく、これに対する水資源の量がバランスしていないといえる。以上より、本研究で対象とした喜界地区にお
ける農業生産を一層向上させるには新規の水資源開発や農業用水利用のさらなる高度化が求められるといえる。
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低コスト型アオコ監視システムの開発に関する研究
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1．はじめに
佐賀県北西部の上場地区にある 5 つの国営農業用貯水池
では、完成直後から毎年アオコが発生している。現在のと
ころ利水面での問題は生じていないが、地域住民からは悪
臭や景観悪化への苦情が出ており、管理者は対応に苦慮し
ている。事業により整備された農地（田、畑、果樹園）に
加え、地域経済を支える畜産業が、本地区における主な水
質負荷の発生源として考えられるが、抜本的な排出対策は
実施が困難であるため、関係自治体では、アオコの発生し
にくい水環境への改善や発生したアオコの物理・化学的処
理といった湖内対策に注力している。
湖内対策としては、曝気循環装置を設置したり、試験的

写真 1

湖面に漂うスカム状のアオコ（平成30年 ₈ 月 3 日撮影）

にオゾン処理法を導入したりしている。しかしながら、曝気循環装置が 3 基設置されている貯水池においてスカ
ム状のアオコが発生する（写真 1 ）など、いずれの方法でも高い効果は得られていないため、装置の設置方法や
運転方法の再検討が求められている。そのためには、アオコの状況を監視するシステムが不可欠であるが、イン
ターバルカメラやドローンによる画像や映像を利用した直接的な監視法では太陽高度や天候等の影響を受けやす
く、また多波長励起蛍光光度計を用いた自動監視システムでは計器が高額であるなど課題を有している。
そこで本研究では、アオコの影響を受けて変化する水質の測定による、IoTを利用した低コスト型の間接的な
アオコ監視システムを構築するため、水質とアオコ濃度との関係を明らかにすることを目的として、現地実験を
実施した。

2．実験方法
佐賀県の農業用貯水池において、平成30年 6 月~11月に 2 種類の実験を実施した。
実験Ⅰは、水質からアオコ濃度を推測する方法の検討のために、例年アオコが集積する地点において水温、電
気伝導度（EC）
、pH、溶存酸素濃度（DO）
、無機態窒素・リン濃度、およびアオコ群体密度を、期間中15回測
定した。水温、EC、pH、およびDOはポータブル水質計を用いて現地で測定し、無機態の窒素・リン濃度およ
びアオコ群体密度については、採取した水を研究室へ持ち帰り分析に供した。
実験Ⅱは、アオコ監視システム開発の前段としての連続水質計測システムの検証のために、マイコンArduino
Unoと濁度センサー、pHセンサーおよび水温センサーで構成される自作の計測システムを用いて、水深約3cmで
連続測定（10月15日10 〜 15時）を行った（写真 3 ）。同時に風向風速、気温、日射量を計測した。また、実験Ⅱ
に関連し、調査対象貯
水池より採取したアオ
コを用いて、濁度セン
サー出力とアオコ群体
密度の関係を求めた
（図 1 ）。

3．実験結果
図 2 に実験Ⅰ期間中
のアオコ群体密度と

写真 2

ボート上での作業の様子
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写真 3

連続水質計測システム

DOの変化を示す。測定地点のアオコ集積状況は、貯水池全体
での発生量に加え風の影響を受けるため調査日ごとに変化し
た。多量のアオコが集積した 6 月18日と 8 月17日の群体密度が
約100,000個/mlを示したが、平均的なアオコ群体密度は、発生
量 の 多 い 7 、 8 月 で500~1,000個/ml、 水 温 が 下 が っ た
9 月~11月では100個/ml前後であった。DO飽和度はアオコ群
体密度の変化にほぼ対応しており、アオコ密度の高い 6 〜 8
月では100％以上、 9 月以降は100％以下であった。水温は季節
（気温）の変化の影響を受け、 7 、 8 月で26 〜 30℃と高く、 9
月以降は徐々に低下した。ECは 6 月で17、18mS/mであった

図1

濁度センサー出力値とアオコ群体密度の関係

ものが、 7 、 8 月には15mS/m前後まで低下し、 9 月以降若干
上昇した。pHは 6 月で10以上、 7 、 8 月は 8 〜 9 で、 9 月以
降は 7 台であった。
クラスター分析の結果、 8 月以前と 9 月以降でほぼ二分され
た。 8 月17日を除く 7 、 8 月のデータでは群体密度はEC（相
関係数r=0.92）とDO飽和度（r=0.97）との相関が高く、 8 月
17日及び 9 月以降のデータではEC（r=−0.40）との相関が最
も高かった。

図2

アオコ群体密度とDOの変化（実験Ⅰ）

実験Ⅱの自作計測システムを用いた連続測定の結果を図 3
に示す。濁度センサーによるアオコ群体密度は、13時前後に検
鏡による値と大きな差が生じたが、200個/ml以下の範囲では
検鏡による値とほぼ一致した。

4．おわりに
濁度センサーを用いたアオコ群体密度の計測、及びECやpH
等の基本的な水質からのアオコモニタリングの可能性が示唆
されたが、システムの確立には、今後更なるデータの蓄積と解
析が必要である。

図3

アオコ群体密度の変化（実験Ⅱ）
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1．はじめに
太平洋には約1,000の人口の少ない島々があり、低平な島嶼では地下水が淡水の主な供給源となっている。な
かでも、島の基盤岩が深くに位置する場合には、海から塩水が帯水層に侵入し、地表面から浸透した雨水が塩水
上部にレンズ状に賦存され、淡水レンズと呼ばれている。淡水レンズは、カリブ海、太平洋、インド洋などの低
平な島嶼や、国内では南西諸島の一部でも貴重な水資源となっている。沖縄島から南西に350㎞に位置する多良
間島でも淡水レンズが唯一の水資源として利用されている。これまで、多良間島の淡水レンズの賦存量の推定を
目的として、地下水位や電気伝導度（EC）の連続観測や、六フッ化硫黄（SF6）や、安定同位体比などの環境ト
レーサーを利用したが多数研究が農研機構を中心に実施されている。しかし、淡水レンズや塩水の鉛直方向にお
ける滞留時間の違いや水質形成機構は十分に把握されていない。また、近年、多良間島の淡水レンズ中のNO3-N
濃度の上昇が懸念されている。今後、持続的に淡水レンズを水資源として利用するためには、淡水レンズの水質
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形成機構を把握し、人間活動の影響を水道水質基準以下に抑える必要がある。
本研究では、六フッ化硫黄（SF6）やSr同位体比（87Sr/86Sr）などの環境トレーサーを利用し、多良間島の淡
水レンズの滞留時間の空間分布及び水質形成機構の把握を目的とした。

2．研究方法
多良間島の国営調査エリアにある地下水観測孔及び既存井戸において、2019年10月18日～ 19日、11月25日～
29日の計 2 回の地下水調査を実施した。10月の調査時には 4 地点から計12サンプル、11月の調査時には20地点か
ら海水含む計67サンプルを採取した。現地観測の様子を写真 1 に示す。現地測定項目は、地下水の水位、水温、
pH、電気伝導度（EC）
、酸化還元電位（ORP）、溶存酸素（DO）
、アルカリ度を測定した。水質分析は、主要溶
存イオン（Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+、Cl-、NO2-、NO3-、SO42-）を、イオンクロマトグラフ（ICS-1600）に
て測定した。亜硝酸対窒素（NO2-N）
、
アンモニア態窒素（NH3-N）、リン酸態リン（PO4-P）は水質分析計（AACS
Ⅲ）にて測定した。微量元素は誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-AES）にて測定した。。Sr同位体比（87Sr/86Sr）
は、マルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析装置（Neptune）にて測定した。SF6はガスクロマトグラフを
用いて測定した。

3．結果及び美考察
ヘキサダイヤグラム及びトリリニアダイヤグラムを用い
た 水 質 か ら、 深 度 が 深 く な る に つ れ、Na++K+及 びCl+SO42- 濃度が高くなっており、深くなるほど海水成分に
推移する傾向がみられた。地下水の等高線図から淡水レン
ズの最も厚い部分は島のやや北西側に偏っており、その厚
さは約6.5m程度となった。
図 1 にSF6により推定された淡水レンズの滞留時間の空
間分布を示す。ECが2mS/cm以下の地点の滞留年代は 0
～ 10年の範囲に分布しており、EC 2～40mS/cmの汽水域
の滞留年代は10年から37年の範囲に分布していた。EC

写真 1

40mS/cm以上の塩水域の滞留年代は37年から50年の範囲

現地調査の様子

に分布していた。SF6と87Sr/86Sr には高い負の相関関係
（-0.65）がみられた。このことから、87Sr/86Srは、SF6同様
に、地下水の滞留時間を反映した指標として有効である可
能性が示唆された。
淡水レンズの酸化還元状況をみると、DOやORPの値は、
島中央部や淡塩境界面に近い領域で低くなっていた。同領
域ではNO3-N濃度も小さくなっていたことから、還元反
応である脱窒が生じていると推定される。

4．おわりに
多良間島では淡水レンズを水道水源や農業用水に利用し

図1

多良間島の淡水レンズの滞留時間の空間分布

ているため、地下水の水量や水質の維持管理が不可欠である。2014年からサトウキビ農家が化学肥料 3 割削減等
の取り組みを行うエコファーマーの認定を受けるなど、地下水資源の水質の維持管理に向けた取り組みが実施さ
れている。今後は、エコファーマーの取り組み効果の評価など、多良間島の淡水レンズの水質形成機構に関する
研究を進め、持続的な淡水レンズの利用の一助になればと考えている。
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