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平成２６年度  海外農業農村地球環境問題等調査事業 

 

地下水制御による農地塩害対策調査 報告書（概要） 
 

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター 

 

1  調査事業の目的・概要 

農地に集積する塩類は、土壌、灌漑用水、地下水に含まれているものである。人為

的な塩類集積は、主に、①灌漑用水からの塩分流入により集積するもの、②過剰灌漑、

用水路からの漏水および排水不良によって地下水位が上昇し、毛管上昇と蒸発散によ

り土壌表層へ集積するものが挙げられる。本調査では、このような人為的要因による

塩類集積を効果的に軽減していくため、その大きな要因である高い地下水位状態の改

善に焦点を当て、現状把握から対策実施までの手法・技術を開発する。 

地下水位は周辺圃場の水利用によって変動するため、本調査では、排水路で囲まれ

地下水が連続性を有する区域（以下、排水ブロック）を選定し、対策手法・技術の導

入による地下水位・土壌塩分濃度・作物収量への影響を明らかにし、現地に適用可能

な塩害軽減対策として提案する。調査期間は平成 25 年度から平成 29 年度までの 5 カ

年間である。活動内容は以下のとおり。 

(1) モニタリング・対策立案手法の開発 

排水ブロックを選定し、地下水の水位・塩分濃度、土壌の塩分濃度、作物収量の

モニタリング結果から調査対象地域における最適な塩害対策立案手法を検討する。

また、塩類集積状況を正確かつ効率的に把握するため、GIS 技術を活用した地下水・

土壌のモニタリング手法を提案する。 

 

(2) 排水ブロックを対象とした灌漑排水技術の開発 

排水ブロックにおいて、浸透損失の少ない灌漑技術、排水改善技術を提案し、そ

の効果を検証する。 

 

(3) 対策技術の公表 

成果を「地下水制御による塩類集積抑制マニュアル（仮）」に取りまとめる。マ

ニュアルはワークショップやセミナーを通じて公表し、政府担当者、関係研究者等

への周知・普及を図る。 

 

2 実施内容・成果 

2.1 これまでの調査概要（平成 25年度） 

調査初年度である平成 25 年度は、中央アジア地域で塩類集積面積が最大となってい

るウズベキスタン共和国（以下、ウ国）において、調査対象地域を選定するための基

礎調査を実施した。調査対象州は、塩類集積状況、効率的な活動や展示効果を考慮し、
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シルダリア州とした。同州の関係機関から、塩類集積状況・地下水位等の情報を収集・

分析した結果、塩類集積が深刻なミルザボード地区を選定した（図 1）。入手資料の

分析と現地踏査、現地関係機関、水利組合（WCA）およびフェルメル（農業専業経営

法人）からの聞き取りを通じ、同地区アフメドフ WCA において排水ブロックを選定

し、実証調査の検討を行い、全体調査計画を作成した。また、効果的な調査を実施す

るため有識者等からの意見聴取を行った。 

 
図1 選定した排水ブロック位置図 
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2.2 平成 26年度の調査結果 

2.2.1 モニタリング・対策立案手法の開発 

(1) 地下水流動と塩分濃度の分布評価 

アフメドフ WCA 内の実証試験地である排水ブロック（ブロック 4）を対象に、

対策技術導入前の地下水位や灌漑用水と地下水の塩分濃度の指標となる EC 値の実

態を明らかにすることを目的として、野外調査を実施した。また、現地で効果的な

塩類集積の軽減対策について考察するとともに、地下水位変動予測に対するシミュ

レーションモデルの適用性について検討した。調査の結果、排水ブロック内の水口

側および低地部において、地下水の EC 値が周囲より高い傾向があった。ブロック

内の地下水ポテンシャルは時期や場所によって複雑に変化することが分かった。ま

た、灌漑用水の EC 値は平均 1.5 dS m-1程度であり、地下水の EC 値より相対的に低

かった。これらの結果を踏まえ、二次的な塩類集積を軽減、防止する対策として、

灌漑用水の地下浸透量を削減することや上昇した地下水位を低下させることが効果

的と思われる。地下水位や溶存塩類の動態シミュレーションは、LEACHM などの不

飽和帯浸透流解析モデルと MODFLOW を組み合わせることで可能と考えられた。 

 

(2) 土壌中の塩類等移動状況の把握 

本調査の対象地は、これまでの土壌分析の結果から、Na 塩よりも Ca や Mg 塩に

よる塩性土壌に分類される。実証試験地の排水ブロック（ブロック 4）において、

平成 26 年 6 月上旬から平成 27 年 2 月下旬までの地下水位と降雨・灌漑の関連性、

土壌水分および土壌 EC の変動傾向を把握した結果、定説通り灌漑に伴い地下水位

は上昇、灌漑後は土壌面蒸発により表層に塩類集積が生じた。地下水上昇は、灌漑

が行われなかった圃場中央部でも確認され、毛管上昇により下層の土壌水分と塩分

が表層に移動した。 

土壌断面調査および採取した土壌の物理性（土壌硬度、乾燥密度、飽和透水係数）

と土壌の化学性（水溶性イオン）の測定を行った結果、深さ約 30cm に形成されて

いる硬盤層に含まれる硫酸Caと硫酸Mg濃度が高いほど飽和透水係数が低下する傾

向にあり、共存するイオン種の構成割合や塩類の溶解度によって硬盤層の透水性は

変化すると推測された。 

土壌水分や土壌ECのモニタリング結果と硬盤層の特徴を踏まえると、硬盤層の形

成はリーチングの地下浸透を妨げている可能性が高いことから、硬盤層を物理的に

破砕した上で硬盤層に含まれる塩類がリーチング等で洗脱されるか確認していく。 

 

(3) ワタ・コムギの収量と土壌塩分濃度の関係 

アフメドフ WCA の排水ブロック（ブロック 1～5）で、コムギとワタの収量調査

を行った。コムギの圃場ごとの収量は 1.2～3.1t ha-1の範囲であった。モニタリング

対象排水ブロック 5 で土壌塩分データとコムギ収量を関連付けようとしたが、有意

な関係は見いだせなかった。同様に、モニタリング対象排水ブロック 4 で播種前の



4 

 

土壌塩分データとワタ収量を関連付けようとしたが、有意な関係は見いだせなかっ

た。ただし、播種前の土壌塩分はワタの面積当たり本数に影響し、塩分濃度が高い

ほど、本数は少なくなった。出芽や初期生育に影響を及ぼしたものと考えられる。 

 

2.2.2 灌漑排水技術の試験・調査 

(1)  交互畝間灌漑法（AFI 法） 

塩類集積リスクを軽減するためには効率的な灌漑技術が必要であるが、ドリップ

灌漑、スプリンクラー灌漑等の高効率な灌漑システムは導入コスト・維持管理コス

トが高額となる。そこで、慣行の畝間灌漑（畝間間隔 90cm）を前提とした過剰灌漑

による浸透損失を少なくする節水技術が求められる。このため通水する畝間と通水

しない畝間を交互に配置し、浸透損失の減少を図る交互畝間灌漑（Alternate Furrow 

Irrigation; 以下、AFI）法を試験区で実施した。その結果、AFI 法は慣行法と比較し

て、灌漑用水量を 50%程度減少させていた。土壌塩分濃度は慣行法に比べて高い結

果となった。AFI 区は灌漑用水量の減少による除塩効果の低下が考えられる。ワタ

収量調査では、AFI 法の適用による収量の低下は大きくなかった。  

 

(2) 浅層暗渠排水による試験・調査 

シルダリア州では、冬期から春期にかけて圃場内の地下水位が上昇し、圃場周辺

では排水路の水量と塩分濃度の増加が見られる。リーチング水が作土層の塩類を溶

脱し、作土層下方に浸透し、圃場内の地下水位を上昇させながら、一部は塩類とと

もに排水路に流出しているものと考えられる。しかし、排水路から離れた圃場中央

部などの地下水位は排水効果が十分に発現しておらず、高い地下水位状態が持続さ

れ、土壌塩分濃度の増加リスクを高めている。この高い地下水位状態を改善するに

は、作土層下方に向かう浸透水を速やかに排除する浅層暗渠排水が有効と考えられ

る。このため浅層暗渠排水技術として、有孔管を埋設した暗渠排水および近年日本

で開発された穿孔暗渠機（カットドレーン）を試行し、現地での適用性を検証した。 

有孔管の暗渠排水口からはリーチング後に排水が見られたため、浸透水の過剰分

を排除する効果が期待できる。リーチング後の地下水位は有孔管からの距離 10m 以

内は同様に推移する傾向が見られた。 

カットドレーンは、土壌が乾燥した状態では切断刃の浮き上がりが生じたり、牽

引力が不足したりすることがある。平成 26 年 11 月から 12 月かけての試験施工区で

は、リーチング後、穿孔部の崩落が見られた。リーチング水が浸透する前に縦溝を

通って穿孔部に多量に入り込み崩落させた可能性がある。施工適期を再検討し、ワ

タ播種前（表面が乾燥し、表面下が湿っている状態）での試験施工を行った結果、

浮き上がりも牽引力不足もなく、穿孔成形が確認できた。今後、穿孔部の持続性を

確認する。 
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(3) 垂直排水に関する試験・調査 

垂直排水は地下水位を制御する技術として、現地政府機関の施設管理部局により

年間を通して運用され、また更新事業も進められている。施設の稼働は地下水位や

土壌塩分濃度のモニタリング結果から判断されるが、地下水位制御の効果が現れて

いない状況が見られた。また、垂直排水の用途は地下水位制御だけでなく、夏期の

灌漑用水への利用など多様化している。地下水制御の効果を効率的に発現させるた

めには、現状の施設稼働が地下水位に及ぼす影響を明らかにする必要がある。垂直

排水の稼働が半径 500m の地下水位に及ぼす影響を観測した結果、観測期間（平成

26 年 10 月～12 月）の地下水の上昇傾向の中で、60m 地点、500m 地点の深層部（深

さ 35m）の地下水位には大きな違いは見られなかった。表層部の地下水位は、60m

地点より 500m 地点の方が 30～40cm 低く推移しているものの、上昇傾向には大きな

違いが見られなかった。今後、春から夏にかけて稼働時間が長くなる期間のデータ

収集を継続する。 

 

2.3 有識者からの意見聴取等 

(1) 検討委員会 

調査・研究活動の適正かつ円滑な実施に有用な意見や助言を得るため、有識者で

構成される「地下水制御による農地塩害対策調査検討委員会」を設置した。委員に

ついては、水管理技術、政策・経済、水・塩分の動態解析、栽培技術の 4 分野を対

象に以下の委員を委嘱した。 

鳥取大学 名誉教授 北村義信 

専修大学 経済学部 教授 野部公一 

鳥取大学 乾燥地研究センター 生物生産部門 准教授 安萍 

農業環境技術研究所 物質循環研究領域 主任研究員 江口定夫 

検討委員会は平成 27 年 3 月 19 日に開催し、JIRCAS 側が調査全体計画、本年度

の各分野の調査結果および今後の調査計画案について説明し、調査全体、個別の調

査活動に関する助言を得た。 

 
(2) 現地関係機関とのワークショップ 

平成 27 年 2 月 20 日、タシケント市において、ウ国側の関係機関と本調査・研究

活動の方向性の合意形成を図ることを目的として、JIRCAS ワークショップを開催

した。ウ国側からは国内の穿孔暗渠の研究状況、土壌分析結果の共有、カットドレ

ーンに対する土壌条件の重要性、施工に適した時期はリーチング後のワタ播種前の

圃場であること、カットドレーンの排水システムとしての有効性などに関するコメ

ントがあった。 

 

2.4 今後の課題 

検討委員会において、以下の指摘があり、今後の課題として検討する。 
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(1) フェルメルへのアプローチ 

ワタの収量増を目的とした塩害対策というアプローチよりもフェルメル経営とし

て他の作物にも有効であるというアプローチとして成果を取りまとめる必要があり、

この有効性の調査研究体制の構築が課題となる。 

 

(2) 土壌の塩分濃度・水分と作物収量の関係の把握 

土壌塩分、水分をコントロールした土壌シリーズを用いて栽培試験を行い、作物

収量がどのように反応するかの基準線の作成、収量と負の相関の高い物質の抽出等

が重要との指摘があった。栽培試験の前に、現地での文献資料情報を収集し、栽培

試験の実施内容を検討する。 

 

(3) 広域的水管理・排水管理へのアプローチ 

有孔管を埋設する浅層暗渠排水技術の効果発現には、周辺排水ブロックも含む対

応、現状の排水管理技術の見直しが必要であり、相手政府を巻き込むことが課題で

あり、ウ国フェルメル評議会、農業水資源省傘下の研究機関である灌漑・水問題研

究所等とともに、調査成果の展開手法を協議していく。 

 

(4) 間断リーチング方式の検討 

1 回で多量のリーチング水が投入されたことでカットドレーンの崩壊・埋没に繋

がったことが推察されるため、少量・間断式のリーチング方法による試験を検討す

る。 

 

(5) 補助暗渠としてのカットドレーンの検討 

カットドレーンの開発担当者より同工法は有孔管暗渠排水の補助暗渠として検証

すべきとの指摘があった。平成 27 年度は既設の有孔管暗渠排水に接続する試験を検

討する。 
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現地写真 

 

 
 

 

 

写真-3 灌漑試験区のワタ収量調査 
（2014年9月） 

写真-1 灌漑用水量計測施設 
（ブロック4への用水路に建設） 

写真-2 ブロック4の観測井設置状況 
（地下水ポテンシャルの計測） 

写真-6 国内検討委員会の開催 
（調査結果・今後の計画に対する助言） 

写真-4 カットドレーン施工状況 
（2014年12月、浮き上がり・牽引力不足） 

写真-5 暗渠排水試験区のリーチング 
（2015年1月） 
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