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要旨(Abstract) 

水田転換畑の深さ 30 cm までの土層の水分貯留量を測定し，水分特性曲線から推定される pF 値

との関係を調べた。水田転換畑における作土層の 24 時間容水量は，耕盤層の飽和透水係数が高い

圃場では降水量に依存するが，土層全体が飽和状態に近くなるほどの降雨があった場合は pF1.5

程度になると考えられた。一方，飽和透水係数が低い圃場の 24 時間容水量は湛水時間に依存し，

pF1.0 相当かそれよりも高水分量になると考えられた。 
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1.はじめに 

畑地灌漑計画において，土壌が保持できる水

分量の上限として圃場容水量が用いられる。圃

場容水量は，均一な土層に十分な水を与えた後，

下方浸透が全体の水収支に影響を与えない程

度小さくなったときの土壌水分量として定義

される。すなわち，下方浸透という動的な概念

を考慮することなしに圃場容水量は決定でき

ないが，浸透量の測定が難しいことから，技術

的に圃場容水量の決定が難しいという問題が

あった。そこで日本の畑地灌漑計画では，多量

の降雨から 24 時間後の土壌水分量を圃場容水

量と同等とみなし，保水量の上限として畑地灌

漑計画を立てることとしている。さらに水分特

性曲線におけるpF1.5～pF2.0に相当する土壌

水分量を 24 時間容水量と同等とみなし，土壌

タイプごとに保水量の上限を決定できるとし

ている（農林水産省，2017）。これは，本来動

的な概念を用いて定義された圃場容水量とは

本質的に異なるが，畑地灌漑計画の必要水量を

決定する上で実用上のメリットがある（とりあ

えず，簡便に必要水量が計算できる）ことから，

24 時間容水量とこれを水分特性曲線から決定

する手法は広く受け入れられて今日に至る。最

近では，ICT 関連の研究の一環として，タンク

モデルを用いて土壌水分量を簡易に推定し、マ

ップ化する取り組みが行われている（例えば，

大野ら, 2019）が，これらの研究でも圃場容水

量を pF1.5 や pF1.8 として与えているほど，

この考え方は広く普及している。 

一方，本来の圃場容水量の定義に従えば，圃

場容水量は均一な土層を仮定していることか

ら，水田転換畑のように耕盤の存在により著し

く物理性が異なるような成層条件ではそもそ

も圃場容水量の概念が適用できない。しかし，

近年は水田転換畑での野菜等の高収益作物の

導入が促進されているなど，水田転換畑におい

ても畑地灌漑のための必要水量の決定や土壌

水分量の推定の需要が高まっている。そのため，

水田転換畑のような成層条件においてどのよ

うに保水量の上限を決定するのが妥当である

かを検討することが，これらのパラメータを正

確に求めるために必要であると考えられる。 

そこで，茨城県茨城町の農家圃場において，

土壌水分量の測定を実施し，降雨後の土壌水分

量と水分特性曲線の関係を調査した。 

２．材料と方法 

2019 年 4 月 4 日～6 月 7 日に，茨城町のネ



ギ栽培圃場において，深さ 5, 15, 25 cm の土壌

水分量をキャパシタンス式水分計（Meter 社，

EC5；以下，EC5）で測定し，深さ 30 cm の

平均的な水分量を算出した。また，2019 年 9

月 17 日から 12 月 8 日に同町のキャベツ栽培

圃場において，上記の EC5 による土壌水分量

の測定の他，ロッド長 30 cm の土壌水分計

（Campbell 社，CS616；以下，CS616）を地

表面から縦に挿して深さ 0～30 cm の土層の

平均的な水分量を測定した。深さ 30 cm まで

の平均土壌水分量に土層の厚さ（300 mm）を

掛けて，同土層の水分貯留量を算出した。これ

らの圃場の各土層から土壌を採取し，実験室で

飽和透水係数と水分特性曲線を求めた。 

３．結果と考察 

 春のネギ圃場において EC5 で深さ毎に測定

した土壌水分量は，5 月 21 日の 57.5 mm の

降雨により，深さ 15 cm と 25 cm でこの水分

計で飽和に近いと考えられる 0.47～0.48 m3 

m-3 を記録した。一方，深さ 5 cm の土壌水分

量は最大でも 0.32 m3 m-3 であり，この降雨に

より湛水は生じなかったと考えられる。この降

雨終了後から 24 時間後の深さ 30 cm までの

土層の平均的な水分量は 0.35 m3 m-3 であり，

pF2.5 の水分量に相当した。これは，耕盤層の

飽和透水係数が 8.63×10-5 cm s-1 と水田の耕

盤としては高いことから表層が飽和せず，5 

cm 深の水分量が 0.19 m3 m-3（pF4.0 相当）と

少なかったためと考えられる。土壌が飽和した

と考えられた深さ 15・25 cm のこのときの平

均的な水分量は 0.44 m3 m-3 であり，pF1.5 に

相当する。このことから，もっと降水量が多け

ればこの圃場でも 24 時間容水量は pF1.5 相当

の水分量と同等であったと考えられる。 

 秋のキャベツ圃場において CS616 により測

定した土壌水分量は，10月12日の126 mm の

降雨により最大で 0.8 m3 m-3 以上になり，作

土層の飽和水分量である 0.61 m3 m-3 を大き

く超えていた。降水量が春のネギ圃場の 2 倍以

上で，キャベツ圃場の耕盤層の飽和透水係数が

7.21×10-7 cm s-1 とかなり低いことから､この

ときには深さ 30 cm までの土壌が飽和し，湛

水状態にあったと考えられる。センサーの出力

値から体積含水率への換算式として，メーカー

が提供する 2 次の多項式を用いたが，飽和に近

い水分状態ではセンサーの出力値の微妙な違

いにより水分量が過大評価されたことで，実際

にはありえない高い水分量が測定されたと考

えられる。この降雨イベント時に EC5 により

測定された深さ毎の土壌水分量は，降雨時に最

大値の 0.46～0.48 m3 m-3 を記録しており，こ

のとき深さ 30 cm までの土層は飽和状態であ

ったと考えられる。降雨終了から 24 時間経過

後の土壌水分量は、CS616 が 0.430 m3 m-3，

EC5 が 0.434 m3 m-3 とほぼ等しく，pF1.0 程

度の水分量であった。 

 CS616 の測定値が飽和水分量に相当する

0.61 m3 m-3 以下になったのは，この降雨イベ

ントが終了してから 12 時間後だった。このと

きの深さ毎の土壌水分量は，どの深さも最大値

よりも若干低下しており，湛水が終了して作土

層全体に空気が入り始めたと考えられる。この

湛水が終了したと判断されたときから 24 時間

後の深さ 30 cm までの平均的な水分量は，

CS616 が 0.394 m3 m-3，EC5 が 0.434 m3 m-3

であり，それぞれ pF1.3 と pF1.5 相当の水分

量と同程度であった。 

 以上のことから，水田転換畑で飽和状態から

24 時間経過後の作土層の pF 値は pF1.3～

pF1.5 程度になると考えられるが，降水量や湛

水の有無により 24 時間容水量に相当する pF

値は異なると考えられた。今回は暗渠排水の効

果が低い圃場での試験結果であり、今後より排

水の良い水田転換畑での試験を予定している。 
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