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序

学術用語の制定は学問， 技術の進歩とその正しい普及のためにきわめて肝

要である。農業土木学会は， 昭和10年 (1935)2月後楽土木用語統一調査会

を設けて，鋭意この事業を進め，岡16年までに 325誇の草案を作成した。し

かるに昭和21年11月，日本政府が当用漢字の発表を機会に学術用語の簡易，

統一化を計らんとする気運が起るに際して，本学会は再び用語決定委員会を

組織し，これらの用語に修正と検討を行い現場用語をも追加整備して294穏

とした。その後昭和28年以来， さらに補足すべきものを加えて結局 583語と

なった。これが文部省学術用語集 ・農学編の中に組込まれるべき農業土木用

額である。

爾後， 1昨 余の年月を経過しているが， この用言語集は未だにー刊行のきざし

がない。そこで本学会はこれの発刊を手をこまねいて待つこ とをやめ.昭和39

年，新たに学術用語委員会を再組織し，新しい構想の下に農業土木関係の用

務だけを集成し，これを刊行する計画をたてた。 本書は，その委員会が昭和

39， 40年の 2カ年にわたって行った作業の結果である。ここに収録した用語

は総数2，473に及び，そのうちわけは主題用語と して1，621，関連用語として

646，さらに同義語として206となっている。ここで企図したことは，その配

列は用語の単なる羅列ではなく ，各部・に解説をつけ， 続み進むにつれて農業

土木の各分野の知識が全体として理解されるに至るのをねらったことと，き

らに英訳語を加えて広く研修の使に供したことである。

そもそも 「農業土木Jなる用語がわが国で初めて公的に用いられたのは一

筆者の調べに誤りがなければ一明治23年(1890)6月20日付農商務省の官制

改正に際して，農務局の事務の一つに 「農業土木及土地生産力の改良に関す

る事項」が加えられた時である。以来海外との文化交流や.わが国での学問

技術の進展に伴って.多くの先績が各時代の要求に応じつつ.作り成した用

語の数は次第に鳩加するに至った。 今日ひとくちに食業土木といっても，そ

のうちにいくたの分野があり，学問技術の高度かつ急速な発達は，われわれ



に総合的な理解と怨控室の必要を痛感させるε この能率の良い実行はなかなか

容易な芸能ではないが，本容ではその困難な作業ととりくんだ。

また一面.学習の初期において難解な術語に当惑するのは音色しも包耽Fる

ととである。特に外国震の文献を参考する時，多くの術言自主普通の辞書には

含まれてなくて，また合まれていてもその意味のもつニューアソスが正しく，

または粉碓に与えられていないことが多い。この点でも本容では丹念な努力

が払われた.とにかく.こうして本学会の手によってはじめて本格的な用務

総成が誕生したことは一つの大きな学問的事業といえよう。

本需が初学のブj/<には術語の理解をする上に助けとなり，高度の技術を身

につけた人々には総合的理解を得る上に役立ち，さらに虫採土木の仕事も次

第に国際色を帯びるように沿った現在，海外技術協力の上でも一役をにない

うれば寧これにすきrるものはない。

たまたま時を同じくして，国際かんがい封同t委員会(IC 1 D)からも解

説つをの用穏辞典 (Multilingua1Technical Dictionary on Irrigation 

and Drainage)の刊行があり.約9，000需の英・仏対訳がl収められている‘

本事典がICIDのそれと内容的に筏接な関係をもつものであり.筆者は，

彼主主両容の出版r-:i集い建議を期待したい。

ここに用語の一つ一つに慎重な検討を加えつつ，きわめて煩雑な作業を遂

行し，本容を完成に導いた石橋委良長ほか委員各位に対し心からの敬意と創

意を表する次第である。

本学会は以後，この標準用語事Jl!oを論拠として活動を進めるつもりである

が，不備の点は読者の翫い協力によって訂正しつつ，より良き内容のものに

改めてゆきずょいと思う。切に今後のご援助をおぼ{いする@

1966年 5月 王立ー業土木学会長

福田仁志

まえ.がき

農業土木は「食業の土地および労働の生産性をたかめるための土木」であ

って，iJ1主主慢の分野においては農業機械，農業建築，政策電気操作策管理な

どとともに設業工学部門を構成し，また林業，水産土木と関連をもっていま

す.:段楽土木における用言語の統一については，戦前fから学会において準附が

進められていました。

この「良業土木探準用腎ヰ鴨」の企画li，学会の企画委員会の発機(昭和

3B年10月〉により理事会 σ間百39年 3月)において決定され，学術用賠委員

会が編集を進めてきました。以来，約2カ年34固にわたるZ委員会において肘

穏を霊ね，その聞に学会員の方々からいただいた多くの有益なご意見とど批

判にもできるだけ添うよう努力し.このたびの刊行を見るにいたりましたJ
ここに編集の方針，用言語の選定，分類と配列，解説の執繁方針・などを記述し.

この事手足へのご理解とご利用に資したいと思います.

編集の方針 この事典はいろいろの立場で，農業土木に在接または間接に

関係しておられる方Aが.農業土木の関係用語について，何か不明なとどが

あった場合.その定務，簡単な解説，英訳語などを，手艇に，しかもできる

だけ体系的な知識として知っていただく ようにとの意図に誌づいて編集しま

した。用需の整理法としては.五十音順またはアルファベット順にならべる

辞典方式と，事項別に整える‘事典方式とのこ案が考えられましたが，両者の

長所，短所について検肘し，次のような編集方針をたてました。

(1)決策土木の諸分野において使用されている用語を集め，強迫し.解説

をつけ，事項Zljに配列することによって，読む事典としてのi生絡をもたせる。

。)食業土木の全体系を， (将来への展望を含めて〉現代的視野の下に系

統だて，農業土木への理解を深めるとともに.その発展に貢献する。

用詰の選定用務の選定については，はじめ良栄訟は特有の舟穏だけに

限定するか，または一般的な用語でも農業土木に関係ある用言語をすべて合め

るか，これら商経端の聞のどの辺を目ざすかを議論しました.その結果，周



僚の範闘を次のように規定し，それぞれについては主要な骨格的な用語のみ

にとどめるようにしました.

(1) 農業土木専門用語

。)他分野に属する用語でも農業土木技術者が日常使用することの多い用

語

(3) 現在使用することは少なくても新しい用語で，将来重要になると思わ

れる用語

(4) 定義，解説，基準を必要とする用語

そして選定用語止しては，その意味を適切に表現し， 平明簡素で解りやす

し語感がよいこと， 従来から償用されまた他の分野で定められていて妥当

と考えられるものなどを採択の標準としました。

分類と配列用語の系統だては.上述したように事項別に分類することに

しま したが，その取扱いを整理するために，あらかじめいくつかの大項目に

まとめるこ とが便利であるうと考えました.その分類としては，学会の研究

委員会における試案.国際かんがい排水委員会専門用語辞典の考え方などを

参考にして，技術的観点.学問的観点ならびに慣用による分類法ーなどを検討

し，ひとまず，一般 ・農地整備 ・農業水利・土木施設 ・土木工学の5大分類

を採用して.それぞれに含まれる中項目の位置づけを試みてみま した。しか

し応用学としての農業土木の内容の広さのため.この大分類の仕方について

も，なお議論が多く，現時点でこれを農業土木の標準的分類左するには.か

なりの無理があると考えましたので，これらは中項目が農業土木におレて占

める位置を概括的に見当づけるためのものにとどめ.最終的には事典の分類

からは除外し，次のような分類の基準を決めました.

(1) 全体を30の中項目にわけ，各項目の配列は内容を体系的に理解するの

に便利な順序とするー

(2) 各項目内の用語の配列は内容による順序とし，あわせて 1項目中に含

まれる用語数のパランスを考慮する。

(の各項目ごとに「まえがき」を設け，含まれる用官官の範囲などを明らか

にする。

解説の執筆方針解説の執訟は.特定の立場に備することなく，つとめて

客観的な広い立場に立つように心がけま Lた。解説の字数は 1用語あ たり

100字を標準とし，でき るだけ簡明に要点を記述し，また必要に応じて図版

をそう入しました.内容的に互いに関連する用語は一括して無理のない程度

にまとめ，その一つを主題用語として見出しに出し，他を関連用語としてそ

の解説の中で取扱いました。執筆はそれぞれの項目ごとに別記の執筆者が分

担し，全体としての調整を下記の当委員会費員が担当し，基本的事項や文体

などについての倹討を加えました。

委員 佐藤俊朗，高瀬国雄，竹内昭八，岡地野直哉，谷山重孝，盛田久

承.野口正三，八幡敏雄〈五十音順)

幹事鬼塚宏太郎

以上の経齢に基っ・いて編集を終りましたが， r用語」については数多〈の

難聞が伏在し，容易には解決できないものが多〈含まれていることを今更の

ように痛感しま した。その意味で，この事典がなお，十分には満足すべき獲

にいたっていないと恩われます。しかしこの際に， 一応のまとまった形に

整えておくことは.次の段階への足がかりになるのではないかと考え，あえ

て公刊にふみきることにしました。この事典の内容について，広〈ご意見と

ご批判を学会あてにご連絡いただきたく.読者言者賢のご教示とご協力を得て.

より充実したものに育ててゆきたいと念願しています。

との事真の編集，執筆，校閲，出版については，多くの方々からど厚意を

与えられました。とくに編集については学会事務局古函館次， 高原奏両氏，

英訳語については芝田三男，鈴木美総， 上村英一各氏の熱意あるど協力をい

ただきました.また多 くの既刊の文献，図版を重量考にさせていただきました

ので.あわせて厚〈感謝の意を表します.

昭和41年5月

貸業土木学会学術用語~.員会委員長

石橋豊



例

1. 漢字

用需の漢字民原則として内閣告示の「当用漢字表J(昭平沼1年11月)， r同音訓表j

(昭和23年 2月)， r同字体表J C昭和24年 4月)な らびに昭和29年3月国語審議会に

報告された「当用漢字補正案」によった。その後の昭和40年12月に発表された第七次

国語審議会の「当用漢字表に関する意見Jは， すでに本事典の原稿のー部が印刷に固

される閑ぎわであったので，とれを採入れるととは見送 った。 Cただし，この意見に

よる「当用漢字に加えてもよいと思われる字」の中にはa 溝・垣・槽・蛇など，農業

土木に関係の漂いものがいくつかあり，今後とれらが用語の中に復活活用されるとと

は望ましいと考えられる)。

したがって.同漢字表にない漢字は，他の当用漢字に書き改めるか，主たは他の言

葉r1:言いかえると主主し』その場合，同音異字の書きかえの方が，異音同義の言いか

えよりもなじみやすいという経験を考慮するなど，それぞれ個々に検討した結果，大

要次の基準によって書きかえた。

①同音の他の適当な当用漢字で書きかえる。

例:侵蝕→侵食， 7)C問→*甲，埴土→植士

②カタカナで書きかえる。ただし，そのために意味が不明になるおそれのあるもの

は，旧漢字を( )に入れで付記する。

伊U:勾配→コウ配，撒7]1;i尊瓶→散水カンガイ，干潟→干ガタ(潟)

@適当役他の当用漢字を用いて言いかえる。

例:法面→斜面，頻度→度数

@外来語(原語)を用いてカタカナで書〈。

例:隆道→トンネル，水日日→エフ.ロソ

また，難読，謀説のおそれのある漢字は，読み方をカタカナで( )に入れて付記

した。 ただし， 英訳語に 日本語読みをそのまま 戸~-"""字で表示 した用語にはこれを省

いた。

例:水口 〈ミナグチ)，輪中(ワグ三ウ)，流切り

2. かなづかい

原則として， 内閣告示の「現代かなづかいJ (昭和21年11月〉に準じて，従来当学

会が学会誌などの編集に慣用している方針によった。

①用語(術語〉およびそれに準ずる重要な言葉をかな書きにする場合には，カタカ

ナを用い，送りがなにはひらがなを用いた。

例:イ カダ通し，カヲ伏せ，スミ切り

ryukir; 
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②送りがなは，誤読のおそれのないととを目安とし・なるべくとれを省く方針とし

た。したがって，昭和34年 7月内閣告示の「送りがなのつけ方J (送りがなを多

くする方向)，および昭制。年12月の第七次回語審議会に主る「送りがなJ(送り

がなをやや少なくする方向〕にはよっていない。

@外国語s外国人名は・カ 11カナで書き・人名には原名を笑語式につづって く〉

に入れて付記した。乙のカFカナのつづりは・すでに日本語化しているものはそ

のまま慣用にしたがい，その他はできるだけ原語の発音に近くした。

@外来館の末尾の長音符号除原則として，乙れを付けるよ うに改めた。

3.英 訳 領
主題用語および関連用語に付けた英訳穏t.):，原則として代表的なもの一つを遺ん

だ。
①笑訳語のつづりは，語源的意味がある場合を除き・アメリカ式を原則lとした。

②f28，古語・方言Jの全部， f27.現場」の一部などにあるわが国独特の用語で，

対応する適当な英語のむ、ものについては， その日掛読みをローマ字書き〈:

タリヲグ体)で示した。ただし』との場合でも英訳する ときの便宜を考え，内容

についての意訳を( )に入れて付記した。ローマ字はすべてへボY式とした。

⑥f30.法律Jの中の法律名の英訳語については， 関係官庁においても， とくに定

められた公式の表示はないが，その内容に重点をおいて.妥当と思われる訳語を

参考までに付記した。

4. ~引
収録した全用穏の五寸音順索引を巻頭に，英訳語のアルブ7ベット願索引を巻末に

収めた。

5. 記号

①，②......用語解説中の意味の分類.種類の区別など

6. 一つの用語が全く異なった意味に使ゆけられて川場合

ゴシクグ体用語 関連用語で，索引にとってある用語

- J 主題用語〈見出し舟詩〉または関連用言語としてl也に出ている用需

( ) 主題悶語または関迎用語と同意語であるが，用語の統一をはかる

意味で標準用語から除いた用務

4 参照する用語

+ 関連用語

索 引
( 叩 同府切ではないが・解説中…μ 体で印した関連肱 [】は主
題用語主同意Eであるが， JIl::lltD統一の意味取明らかにするために， e:!i準用言語か
ら除いたもので.解説の末尾の ( 1内にゴジッ タ体で印した用露。

( 1 ) 

ア | アッターベルグ限界 一 ……..........・a・...142 
l 圧縮・… …………… ・・・ …....・H ・...138 

AASHOCアーショ)..........…・ …ー・ 157 I 圧縮係数 ・ ー … ・ー ・・ー…・ ・ー・… … 143 
アースダム ………………...・H ・...・H ・...94 1圧縮指数… ……・…...・M ・-………・… 143 
アースドリル…… …-………………・ 166 I J.E 密......・ a・...........…・ 0・一……… 143

アースライユング …回目ー…・・目・… …… 106 1 (庄官級遮セン断試験〕ー・.... ・ー・ ..... 144 
アーチ...・H ・.....・H ・......・H ・...・H ・-…......1:'19 1 (圧密急速セン断試致]・・…...・H ・-…・…・・ 144
アーチ作用.......・H ・H ・H ・-….....・H ・-… ー 146 I 圧梧係数・・・・ .......一…・0 ・・H ・H ・.......143 

ア戸チ〆ム ・…...."..…… .........・ H ・-… 93 1 圧密非矧I?7KセY断以験…… ・・ … 田… 144 

7ーマーコー ト……ー …..・ー……・・……・ 155 I 圧力苦|………ー……・…………....・H ・....135 
1 HD  (アイエ少チディ〕 ……...・H ・-…・37 I 圧力水頭............… ・・…・・・....・H ・....130 

1 C 1 D (アイシーアイ ディ).…・ ...・H ・.37 1 圧力水原線+ 一…........".....・H ・..…・ー 131
ICOLD (アイコール ド)....・H ・-…・…・ 38 1 アト普請+……....・H ・...............…・・ 173
愛知用水公団法……・回目・.........田・…… .. 190 I 網間い式+・ー….........… ー一 … ・ 1(2 

アイパ(合端〉・…・…....・H ・..… … ー・1711 網仕切り式+田…………・・...........・H ・.112 
アオ(淡水)...・H ・-…....・H ・....…・……ー 1771洗いゼキ (権〉……・ー...・H ・-…......…… 176
青立ち・ … u ・・H ・H ・...…・..............・H ・-…82 I 荒起し (アヲオコシ)ー・・・・・ー ー・… ・ー.....54 

秋洛ち-…-……....…....… ...一一一…υ82 I アラシ…… ・ー…一・……………・…ー179 
惑水 ー・ ..........・H ・..…-… ・........・H ・-… 176I アルカり性土強・… ....・H ・-…...・M ・-…・46

上Ir越し・H ・・H ・H ・......……...・H ・...........174 I アル ミナセメ ント+ …・・… ・.......・ H ・-… 152 
上げ潮..，・H ・.....・a・-…・・・・・・ぃ・ー…・・・………..56 I アロケーション………...・H ・.....・M ・-・一…・.33

bJ:fゼメ……...・H ・.........………...・H ・172 I B音キ 豆 〈排水の〉・ 一… 一… … …91
アゲ岡田H ・H ・...・H ・，.......・H ・..…...・H ・... ・179 I u音キ ョ 〈水路の)・・ υ…"...…・・・ … 目106

アゴニナイ・・H ・H ・..…・………...・H ・.173 I 暗キ ョ排水…・……………・…......・H ・..・・91
浅い基礎 ..........一・・…....・H ・-…… … 145 I 11)iキ ョ排水量+リ "..........・ーー …固い ー 91 

浅井戸… ー… u ・・ … … ....・H ・-・…..103 I 暗キ ョ敷設機回目 …..... . .. .. . ・ ・…ー…υ ー 16~

アジテ戸タート ラック+・ ・・…・・…… 1ω ! 安全高….....… …・...・H ・...・H ・.....・H ・ー…96
アスファノレト … け....・.......................155 I 暗キョ 余1)<1止…… ...・e・-… υ ...目白 ー・・99

アスフプル トコγタリー トライユソグφ・106 1 安全率…・…….........・H ・-・…………・…・・138
アスフアルトスフレイヤ一日……・…ー 168 I アシダーピーエング-一 ……......・M ・・ ー・ 149
アスフ アルトスプレ ッダー+ … .... ..... 168 I 安定… … ....................・ H ・-…・・・… J3B
アスフアル トパネルφ …………..........155 I 安定係数……ー...・…ー・・・・…ー一… …..145 

アスフアル トフィニッシャ…・・・… 168 I 安定処理道............. 一 一-・ー・・・ー .....65
アスファノレトプラント ・.."......・H ・H ・..… lG8 I 
アス77ルトライエソグ・……・………..106 I .， 

〔アゼ〕……目白・…・ー・…… …ー …υーーリ59 I E h.….............ー…・……...・ H ・-………・・50

アゼ塗 リ・・ ………...・H ・..・… ...・H ・-…・・・・.80 I イオソ交線(土siiの)……・…ー・…・・・H ・H ・.49
当取り・........・H ・.....…・…一 ……・一.....173 I イカダー ー・・・・・… ……....…口 ー114

厚い締固めアースヲイェγグ+……… 106 I イカダ逝レ.....…一 一 ..............・… 103



( 2 ) 嘆 きI(イキ~エイ〉

生水，ー…...，・H ・...・H ・…-・........・H ・......173 

縛E巨ー-…H ・H ・.，..・H ・.............・・......… 123 

井組……..，.・H ・......，.・H ・........……・ー 115

異形鉄筋..........・H ・...・H ・-…....・H ・."・H ・.153 

池尚....・H ・-………....・H ・........・H ・....… 181

イケス・...・H ・..………...，......，..・H ・...・H ・・ 113

易緋性〈イ コウセイ)…....・H ・...…・・…・'60

イコス工法...・H ・.........・…ー……… … 150

井沢流+..・H ・.，..・ H ・-・・・・・…，……....・H ・..118

維持管理貿・..........・・・ a・・・・・・a・・・・・・・・・...........32

石綿み工......・H ・-…… … ・...・H ・-….......154 

石振り工+…...・H ・.......・H ・-……....・H ・.154 

井ゼキ(堰)…..，.・H ・..…ー......…・… 181

〔イソ掃除)-...・H ・-一...・H ・-………・…… 114
井::rz:..........・H ・..，..........・H ・.....・H ・........177 

--11寺カンガイ…...・H ・..……...・H ・-……田・…・77

一軸圧縮試験・H ・H ・-………………… 144
位置水頭・ ....・H ・-…....・H ・........・H ・.......130 

〔一文字継手〕…・...・H ・-…・・H ・H ・....・H ・-… 171
1聞カソ水量….........・H ・....・M ・....・H ・...・H ・86

-級河JII.......…"......….，.........・H ・...，・ 109

イツタ・・・H ・H ・.....・H ・.........目H ・H ・..………・ .80

→午畑.....・M ・......・H ・-・・… ..........…-… 119 

一式手限普締…-…・…・・……......・H ・178
併 筒).....・M ・...・H ・...・H ・....・H ・-…....・H ・..145 

一般競争契約....・H ・...・H ・..…H ・H ・...….184 

一般仕様書+……・・・ ……...・H ・..・…・ 182

井手....・H ・...・H ・....・H ・・….....・H ・-…・ぃ 117

井戸…・・H ・H ・.....・H ・..……・一…....・H ・..103 

移動平均・H ・H ・-・・H ・H ・....・H ・-…....・H ・-…・・ 120

伊奈流φ .… ....・H ・...・H ・-…・・H ・H ・..…..178 

芋継ぎ一.........・H ・..............・…H ・H ・-…・ 171
[字国地.)-........・H ・..…・….......・H ・-…・ 171
入会権〈イリ アイケ:/)……....・H ・H ・H ・，36

井料米..".目…..・・H ・H ・........・H ・....・H ・-… 175

[井領米〕…H ・H ・.....・ H ・..…H ・H ・-…..，・H ・-・ 175

陰イオン交換+......・a・...……....・H ・....・H ・49

インゴ(ー・ 五〉… …・ー...・H ・....・H ・...170 

イシタ ーセプFー ドレーγ+目H ・H ・H ・H ・..… 91

イνテ-?νート...・H ・.....・H ・...・.............86

イユノ~~グト グラッシャ 戸+ ..・H ・...・H ・H ・..167 

イソバグトボッグス・H ・H ・...・H ・-…H ・H ・...107 

ウ

ウィーダーマルチャー...'.，..・H ・...........・H ・69

ウィ ーブホール…...・H ・...・H ・H ・.....・H ・-… 106
ウィ γチ……・ぃ…..….....・H ・......…… 166
ウ...ーパー数…・……...・H ・.....・H ・....・....134 

ウιーパー相似律+…-・ ・・ H ・H ・.....ーー田・ 134
ウ_，.-ブ戸ローヲ_+…...・H ・.. ー....167 
槌付け而横……....・H ・..….....・H ・......・・.82
ウェルポイソ ト工法....・H ・...................148 

[ウォータ{ハンマー〕・……… ・……ー.133 
右岸....・H ・-…一一......・H ・.......・H ・......・・ 109
ウキ+.............・H ・...・・・H ・H ・......・ ー…….134 

浮き石…… -…......…・ー ・ー ー 171 

浮き式施設・… …日…....・H ・-…田・・・・… 113
5語審〈ウケシ，，)..・H ・-・・・...........・H ・-… 185 

2草い紛岡めアースライエング+………… 106

向車内情冶物(ウスニタコウゾウプツ)ぃ一 139
渦〔ウズ)…..，・H ・.....・H ・....・H ・-・・ー一・・H2
渦運~r' .....・H ・-目…・・H ・H ・.................132 

渦度令 …・・・ー……ー...・H ・-… ......132 
禍無し運動+…....・H ・-…....・H ・目・…・ー ・132
渦粘性係数…....・H ・....……............・M ・.132 

渦巻ポンプー・・・…H ・H ・.....・H ・.....・H ・...…ー 158

ウズメ…・・………...・ H ・-………….....ー… 177

雨情侵食………-…H ・H ・-…-・-・・・"61
羽状流減 ……・....・H ・-…・...・H ・-……ー.......12

ウネ…...........・H ・.....・H ・..............・H ・-….59

ウネ立て綾.....・a・.............・H ・..…....・H ・....68

ウネ問jJ:/ガイ令...・H ・.....・H ・..……・…・・・.84
ウネ間法+...・H ・.....……....・H ・....……・・・18
埋立て…....・H ・......・H ・-…....・H ・...…・… ...55

裏毛r-t....…一一...・H ・.....・H ・...."..・H ・.179 
裏作H ・・・・・ a・・・・・ー.............................・・・・・ 4・.82
運積土.......・H ・H ・....・H ・・・H ・H ・....・H ・-…・・・44
運級車+...・H ・-…… ....・H ・........・H ・......166 

エ
ェァ コγプレッサーH ・H ・.....・H ・.....・H ・...168 
エァホイス ト+ …...・H ・...・H ・....・H ・.......166 

AEコング目 ー ト+......….....…一回 .151 

AE剤+… ー… ……...・H ・……一一 152 

ASTM (エイエスティーエム〕・H ・H ・..151 

量~'B図.... .. … ・ー.....ー… …・ー…-… … ー76

望号 引 (エイ~オンL ( 3 ) 

~I.!'J~涼 ー ーー …… ー・一..................139' 1 遠心法.+..…ー・…目...・H ・..，...…...・H ・-… 48

A屑位+ ・… ・ー...・H ・…ー回目目…・・・… ..44 I 遠心ポンプ+…- ーー…ー...・H ・......158 
永小fr~'" ・・H ・ H ・ . ...・H・-….. ・・ ・H ・H ・.188 1 塩水タサピ....・H ・-・目......一…............110 
営良計画ー・...・H ・....…....……………...40 I 鉛直写真+……....・ H ・-一…....・H ・.......12.5 

営農類型…...・H ・-… ...・H ・-…....・H ・.......…40 I鉛直点+….....・H ・.....・H ・........・H ・.........126 

鋭敏1:t.....…....・H ・-………・...・H ・.....144 I 庖回・…・……・………....・H ・-……・・…ー115
ECAFE (エカ 7"，)……回目H ・H ・-……37 I 円筒分水工… ・・....………...，・ H ・........ー 108

液性限界(LL)+…・..........一 ー-…・ 0・142 I エンドシル+…田ー… …… ・・………….107 
1夜散指数...・H ・-…・ ……...…....・H ・.142 I 極分濃度・….....・H ・....."・H ・...・H ・H ・...・ H ・'..83
液相+・…ー目H ・H ・-……・…...・ H ・.....・ H ・-…ぃ461塩類収支.......・H ・....，..…....・H ・-…..........75

〔江湖(エゴ))・………………...・H ・..…57
S力一プー一一………H ・H ・H ・.......，.・ H ・.....73

エFニヮ トノ4イフ・+...・H ・...一一・・….154 
校パリ…… e・e・...・…-…............・H ・.172 

〔枝パリ式]…………....・a・...… … ..172

〔校パリ式支保工)...・H ・-………・… 172

〔日・ Qカーブ]…-……...・H ・..…ー・ー・……74

鍵流…・ 一……………...・H ・H ・H ・....131 
越流カソガイφ....・H ・....・H ・..一一…....・H ・.84

越流分水工........・H ・-……..................107 
越rAl法+ーー.........・M ・..….......................78

自白'~余水吐・・・・H ・H ・...........，... ... ・H ・-… ....98

〔エ トキシリン樹脂)-.........・H ・.....・H ・....154 

N値・・・・…一リH ・H ・...………...・H ・..146 

ND表…一……...…H ・H ・-………-… 131
エネルギ←コウ配…....，・ H ・".0・H ・………・ 131

エネルギ一線+………・・....・H ・..…・.......131 

エネルギー代謝率……-………目・・H ・H ・・・.65

FAO (エフェーオ戸〉 ・・…・・・・………・・37
F-分布………....・H ・・・H ・H ・...・H ・H ・H ・....119
エプロン……...・H ・-…...・H ・..……........103 

〔エポキサイド樹脂〕………・・ー…・・ ・......154 
エポキシ樹脂…ー・……...・H ・..………......154 

エヲスチッグフィラー+・・…ー…...・H ・..154 
LP….........・H ・....・ a・・H ・H ・-…H ・H ・.....・H ・・42
梅容…ー...・H ・....・H ・..…..........目……-…閃

沿岸砂州(エンガγサス〉 ・ー…-一一……・57
沿岸流日…・ー…・...・H ・-……….....・H ・-…'57
〔渥基富良).......…H ・H ・-…一…・・・・……H ・H ・49
〔話軍基置換容量〕・・H ・H ・-…....・M ・........・H ・-…49
[百軍基飽和度〕…....・H ・-…ー....・H ・...，....・H ・.49

縁切り.....・・ ・...・H ・..…・ …......・…ー・…… 171

円形スベリ函...・H ・-・・....・ H ・...・H ・...・H ・...145 

エンシレージカッター+・…...........・H ・-….69

オ

OR"…い.....・H ・-…E・E・'"・H ・...・H ・H ・H ・...・・ 42 

オーガー...・H ・..…・川田山田日目H ・H ・...…・…・… 148

オープyケーソシ+….，.....・H ・..…・・ .. 145 

横断コウ配+.."....・ M ・....・M ・…・……H ・H ・'65

横JfJi測量…….........… H ・M ・....…・…・ー 127

応カ...・H ・...・…・・ …….......・H ・....…ー・・ 137

応カダ円………...・H ・-…H ・H ・....・H ・....131 

大潮 (オオシオ)...・H ・..….........・H ・..…・・56

大背… … … ・・…......…ー...・H ・....・ H ・...112 

[大背打ち)-........・……H ・H ・....・H ・-… 112

大立つ…....・H ・…・… ...・H ・...，・H ・-…......173 

大引き....・H ・.....・H ・........・H ・....…… … 113

拝む…...・H ・..…....・H ・-…....・H ・............174 

[沖波〕・………....….，..................白 133

オキヒ+..，・H ・..…・H ・H ・..…...・ H ・..， ・… 106 

tljlえ盛土....・H ・-… ....……・・，..."..，.・H ・，145 

抑上げ水+・………..........，.・H ・-……… 177

[持味)......…………...・H ・....・ H ・.......173 

拘1彼きセソ断・H ・H ・.....・H ・....・H ・-………・ 139

押し水(オシミズ〉……...・ H ・.....・H ・..……91
押し目地…....，....…ー・・.......・H ・.....…・ 171

汚水カンガイ+..・ a・-……………・…..........78

お手伝普閉口…・田 … …・……・…・ … 178 

オベレーションリサーチ………...・H ・-ー…42

[蓋 ミヅキ平均〕・・H ・H ・..…...・H ・........・H ・118

才りフィ ス…...・H ・-….....・H ・.，.・H ・.....… 130

音響測深機.，..・H ・-ー…...・H ・...・H ・........115 

温室 …n …白....・H ・H ・-…日…・・...・ H ・..，・a・..66

iJig.lc施設…・h ・a・.......・H ・-…・…....・H ・- 日83

温水池+……...........・M ・.......・H ・-……・目83

温水路+…...........・H ・-……・...・H ・-……..83

湿度上昇効果+……………....・H ・...・H ・-ω



( " ) 索 引(カア~カト〕

力

力R庄板法+回目山田・H ・H ・.....…田ー…・……….48

加庄膜法φ................……・ー....・ .48

カ{テングラウト+………目…………・… 149

関+…".・H ・."………………".・H ・"."…・ ]80
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1. 経済 ・社会
ECONOMICS AND SOCIETY 

経済用語としては， 設業生産.施設の維持管理存関するもの.施設の造設に関

しその費用の負担，振分けなどについての用語を集めた。社会に関するものと し

ては，浪費b同Ijおよび土地改良の団体(過去のもののうちおもなものも合む).そ

の制定.慣行などから袋業工学.ta業土木土地改良などの基本的用語も集録し.

1また国内および国際的な諸国体についても加えた。

地図 1and-category.不動産登飽法ヘ 同

法施行令および準則によって，各筆の土地

の現況および手Ij用目的により定められてい

る土地の種類別名称。水岡へ畑ヘ宅地，

Fメ池へ t是矢周悪水路，ヲlミゾ(nめなど

20項目に分類されている。昭事隠5年法律改

正により不動産登記骨量肢と台帳制度が統合

一元化される以前は土地台帳法によってい

た。 i曲目を変えるζ とを地図変換という。

地主買 classof land. t也租上あるいは利

用上区分した土地の種類。 土地台帳法によ

れば租税の賦課対象になるものと，ならな

いものとによって第1種，第2種に分けて

いる。農業土木では土地が直銭生産に関係

するので.傾斜，土佐，土層の厚さ， νキ

の要索をそれぞれ4階級に分け.この組合

せによ って土地を 4級に分類し 1級.2 

級.3級までを閥拓可能地穴 4級地を開拓

不適地としている。

農業人口 agricultural population. 農業

に直接従事する人口で，農家人口とは異な

る。その職業別人口に対する比率は.農業

のその社会における社会的，経済的諸条件

の変化に伴い常に衰弱Jする。一般に先進国

では農業人口の比率が小さくくイギリス5
男G.アメY1J7%).低開発固では大きい

(インド 70~百〕。日本では戦前の45%か
ら漸減の傾向をみせ，昭和37年現在では28

%となり，先進国の水準に近づきつつある。

兼業農家 side-work farmer. 操業のみを

生業とせず，農業のほかに職業をもっ農家。

農業に対する依存度によ り第1種兼業農家，

第2積糸業農家に分ける。第1種は農業を

生活の中心とするもの，第2種は他職員障を

中心とする農家である。近年では農業ι他
産業の収益差の噌大によって，慧業~i:は
ますます治朗1の傾向にある。

農業センサス agriculturalcenSUS 農業

の国勢調査。 10年ごとに「経済統計に関す

る国際条約」に悲づき， FAO本の提唱のも

とに世界的に行われる。 わが国がとれに加

入したのは1950年である。なおこの聞に 5

年ごとに園内のみのセγサスが行われる。

土地生産性 productivity of 1祖 d. 土地

そのものは生産をしないが.一定の労働を

投入するζ とによって，生産をあげるζと

ができる。農業では単位閉鎖からの生産の

高〈労働条件が同ーの場合)を土地生産性

という。土地釦瑳性は不変のものではな<:.

土地改良などによって同ーの土地からの生

産を同ーの労働投下でより高めるととがで

きる。
労働生産性 producti vity of la加r. 企業

活動の能率を測定するための一般的な基準

をいい.企業における投干.労働j量;とそれに

対する生産量との比で表わし. (1}労働者1
人当り あるいは単位労働専問当りの生産量.

(2)単位生産量当りに要する労働時;国をとる

場合があるがふつう(1)が多い。

土地帯IJ用基準 criteriaon land use，土地
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利用区分の基礎条件として考えられたもの。| が，直接徴収するものもある。

昭和33年から 3年計聞をも って，国土の保 |事業費所得指数 project cost income in-

全と農林用地の効率的開発に必要な土地の I dex.事業費と憎加年所得の比率。'土地改

合理的利用区分に資するため』主として未| 良事業のうちでも農民負担率の高い団体営

利用および組側用の土地を対象として. I 事業率の経済的妥当性をはかる一つの指数a

その耕地へ草地へ林地としての利用可能性 | 事業の経済性を所得効果の側面からとりあ

の観点から土地分類専の総合的基準作成が | げ事業費に対する農家貨担の可能性の塑民

行われた。 I指標とし吃いる。
土地用l用率 cropping rate of farm 農業 | 端古所得栢f年 植3

の集約症を示すーっの指様になるもので~- I 事業費所得指数=型替す首fBII/X1ω%

ふつうは(作付延両前耕地実面積)xl00% I →所得償還率

で表わされる。との憾の大きいほど土地利! 純益事 net earning rate. 総資本に対 す

用の程度が商いことになる。日本の土地利 | る純収益*の割合をいう。〔経営収益性〕

用率は146~百であり世界最高級である。 I 純益準=ニ(純収益/総資本)x 100% 

限界開墾地 feasibility Iimitation for I 土地を借りて経営している場合には，純収

land rec¥amation 開墾切Z行われうる経 l 益ー(借入資本利子+借入地地代)=利潤と

済的限界地。開墾に対する投資は，土地条| なり， とれが資本友的経営の基本形態であ

件の良好なととろにまず行われ，だんだん| る。利潤率 profitrateは，利潤率=c利
条件の悪い土地に移るが，投資に対する利 | 潤/自己資本)x 100%である。〔企業収益性1

子率が普通の利子率に見合わなければ，そ | 純収益 net earnings目 資本家的経営では

の開墾に対する投資はされなくなる。した| 純収益=粗収益ー(物財貨+労賃+租税公

がって開墾投資の利子率が他の事業に対す| 課)として示される。乙れを農業所得との

る利子率と等しい開墾地が限界となる。 I 関係でみると，純収益=組収益ー(物財費+

農業所得 agricultu1'al income田農家が農 | 雇用労賃十自家労賃見積額十租税公課)= 
業経営によって得た所得操業組収益)0 I 農業所得一〈自家労賃+借入資本利子十借

わが国のように家自主経営の農業では，自家 | 入地地代〕となる。

労働力および所有生産手段(土地など)の | 経済効果 ec沼田四icevaluation.ある事業

利用によってえた報酬が農業所得の大きな | を行うととによ り，経済上巨のような効果

部分を占める。 I 在もたらすかというとと。農業土木事業な

ま業共済 agricu1tural mutual benefit. I どでは，その事業の完成によって生産量が

農作物，家畜などに対する相互共演保険制 | どれほどのびるか，生産のための労働量に

度。災害による減収が農作物3割以上，マ | はどれほどの軽減効果があるかなどが含ま

ユ4割以上に及ぶとき，家畜の死亡，げがな | れる。

どで煩失をうけたときなどに，その共済掛 | 所得償還率 payment加 mωmeratio. 

金を財源にして共済企を支払う制度。町村 | 所得と所得のうちの資金の償還にあてられ

単位の農業共闘醐合が鰍し， 酬が | る部分との比率。 士地改良事業についてい

その再保険制|きうける形式で行われてい | えば，所得と事業のための農民負担金〈公

る。 I庫からの借入， 自己資金などを含めて〉の
水利費 water charge 農業生産を行って l 償還部分との比率で，次式で示される。

ゆく上で必要な水を得るためのすべての費 i 負担金の償還鯛
用。施設の設邑更新，維持，管理などは i 所得償還率E 所 得

もちろん.i:ll水のための労賃，事務質もこ | 一般に所得償還率は409百以内が望ま じい.

れに含まれ，土地改良区'が毎年部落，町 | →事業費所得指数

村などを通じて徴収するのがふつうである | 維持管理費 operation and main民nance

1.経済・社会 ( 33 ) 

cost.特定の目的をもってつくられたぬ設

在維持管理するに必要な費用。維持管理と

は建設された施設の機能を維持し，その

本来の目的を発柿きせるために加えられる

作用をいい，年数の経過による機能低下を

抑制するととを含む。

耐周年数 durable period施設などの固定

資産がー定の機能を持続し，使用に耐える

年数。施設の会計上の減価償却簡を算品し，

または更新年数の見当をつける目的で，施

設の耐用年数をきめておく ζとが必要とな

る。との年数を求めるには，過去における

耐用平均年数を参考とし構造物の寿命を物

理的，経済的に算出する。現在農林省で採

用しているおもなものは，貯水池のアース

ダム60年，コ γグリートダム80年，頭首工

のヨングリート50年，石積み40年、水門の

鉄製30年，木製10年，用水路のプロヅグ40

年，綜り石積み30年，士水路10~初年， ト

ン才、ノレのコ γグリ ート巻立て50年， 索掘り

40年，水路橋50年.a音キョ50年，集水キョ

15年，サイホシのヒューム管40年，コソグ

リート管30年，干拓堤防100年，揚水施設(ホ.

γプを含めて)20年などである。→償却賛

償却費 depr虻 iationcost. 減価償却額の

ζ とで，定額法，定率法の2種類があるが

現在一般には前者が使用されている。

①定相法王直径法):C原価残存価格)-;.耐

周年数=各年度の償却額。

@定率法米償却残高に対して定率を乗じ

て償却額とするもので，

定率=1-0/(残存価絡)+(原価)

n=耐周年数*で表わされる。→耐周年数

賦課金 assessment fo1' genera 1 expense. 

租税その他公法上の負担を負うべき抽象的

義務を具体化して確定的に負担させる金額一

土地改良区中についていえば，維持管理の

ための金畑。とれは貨担者に納期と共に通

知されて徴集される。賦課は割りあてであ

り，負担は引き受けであって，表裏の関係

にある。 →負担金

負担金 assessmentf.町 overheadexpen-

S巴固または地方公共同体a 土地改良区事

などが特定の行政目的である公の施設，事

業の管理，栓営に要する経費にあてるため

に，とれと特Eリの関係にある者に対して課

する金銭。負担金は受益負担である。(分

担金〕

事業費 troject cost.事業遂行のために必

要な費用。①広義では事業を行うための一

切の費用，②狭義ではその事業のために直

隆支払われるべき費用。普通は①の意味に

使われる。

妥当投資額 justifiable investment 

amount. 施設から得られる純効果を資本

還元した額で.次式によって求められる。妥

当投資額=(平均年収入ー経常費)ー{(利子

率+減価償却率+固定資産税率〉十(1十

建設刈息率引

費用掻分け〈アロケーション) cost alloca-

twn田三つιu二の目的をもっ施設の建設に

要する賛同について，各利用目的ごとの負

担割合を決定するとと。ふつうアロケ{シ

ョシの方法は，電源開発促進法*第6条2

項と，政令104号の規定に基づいて，身替

り妥当支出法事が用いられるが，このほか

にも，優先支出法事単独水量制法(ダムの

場合〉などがある。
身替り妥当支出法 al tel'na ti ve-justifiable-

cost method.各参加事業ごとにその身替

り建設資本と妥当投資額ホとの比較を行い，

どちらか少ない方の金額からその事業[_-と

の専用事業費を差引いた差額を算出し， そ

の差額の比率を共同施設費の負担割合とし

て用いる方法である。

身替り建設費 alternative construction 

cost 共同事業に参加する各事業が』 共

同事業によってえられる効果と同等の効果

がえられる施設を，単独でrlt設するに必要

な費用。 、
優先支出法 priority of use method. 参

加事業の優先l鼠付にしたがって，差額(身

替り妥当支山法本参照)の金額を負担金とし

て支出する方法。優先順位の上位のものの

合計が共同施設費を満し次第，それより

順位の下の ものは負担金を支出しなくて

もよいと とになっている。

超過便益田cessbenefit. 資源開発な ど
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における多目的筋設で，収入と支出の差額 | で.とのあと小作争議が高まり，農業宅:鷺'

をいう。多日係必包設は多くの場合，公共的 ! のあらしが農村をふきまくった。そとで政

な性絡をもっ共同事業であるから，超過便| 府は大正9年に「自作農宣1股維持補助鋭JlIJ.
益は全体と して最大となる ような方式でな | をつくり，政府によってζの事業が行われ

ければならないロ | るようになった。 戦後の農地政革$では多

緊愈開拓 emergen氾er田 lamation.太平 | 数の自作織が創設された。

洋戦争によって，日本はその44%に及ぶ国 | 土地改良長期計画 long-termplan of land 

土を喪失し，復員や引銀げ者などによって I impl'ovement program.農業の長 期見

2年聞に鉛教に人口密度がt迫力nしたため. I 通 しの上にrrーって行われる土地改良・の

ζれらに対する入値および失業対策と戦後 | 事業百十面。土地改良の目的の一つは，永続

の食箇噌~の目的を兼ねて昭和21~32年に | 的に土地の生産性を向上させるζとである

かけて行われた緊急曲な開拓をいう。した | が. ~業基本法ホにおいて農業生度の選択
がって一般の開拓事業とは異質のものであ | 的肱大，農業情迭の改善など新たな施策が

る。開拓面積は45万haに及び15万戸 が入| 隊ぜられるに及び，土地改良事業も長期の

植し，85万戸が噌反したが，人カによる開 | 見通しの上に立って計画的な事業の沌行を

発が主体であったため，永続的効果がえら | 図るぺきζとから昭和ぬ年土地改良法ホの

れなかったと ζろもある。 ー | 一部改正でζの制度が保用された。

畿地改革 farm land ownership reforma・|新産業沼市 new industrial口 ty.新彦事E
tio'n.①農地帯の所有関係，利用関係を変革 l 都市建殻促進法に基づいて馳点方式による

するととをいいー績の社会革命。@日本で 1 エ業化を推進するため，その巾践として指

は太平洋戦争後昭事回1年10月から 3カ年間 l 定された都市地域をいう。 昭和38年7月に

に，政府により断行された農村民主化のた | 道央 αじ海道)，八戸〈青森).仙台湾.常;

めの農地の所有， 利用に関する大2変革をい | 悠・君ß山 (徳島)， 新潟，松本 ・ I~訪(長野)，
う。とれによって不在地主はなくなり， 268 I 富山 ・高岡，岡山県南，徳島，Jj!予〈愛媛)，

万haの小作地は49万haに減少し，残った小 | 大分，延岡〈岱附)，不知火・ 有明 ・大牟図

作地も低率の金約小作将に改められ.農村 I (熊本・楠岡〉の13地域が指定された。

の87%までが自作かそれに近い自小作農に |農業近代化 agricu1tural modernization 

なった。 I 食業総量tの規模砿大.桐勿の選択的』主総

長地転用 conversion of agricultural I 農作業の機械化などを通して.農業所得'

land. ~j-fグを住もl也 .工場用地などに転用 | を増大して他産業との格差を是正すること ε

する ζ在。農地Eかによ って，余地の転用 ! とのための一連の施策の根幹になっている

は農地改革本の成果を維持するため制限さ | のは昭手回6年に制定された農業基本法*で

れているが，社会情勢の~fじ人口消に伴| ある。→農業構造改善事業

う住宅事育の急迫a 農業の経営規線の拡大 | 農業法人 agricultural)uristic person.法

などによ り最近と くに都市周辺で農地転用 ! 人組織をとる個人農家をいう。ζのおこり

が多くなってきた。この毛布情を反映して昭 | は昭和32年徳島県勝浦町のミカン栽犠h3家
幸悶9年に農地法を一部改正して農地転用の I 103戸が所得税を軽減するため同族会村を

規制をややゆるめたが，地方公共団体では.I 設立し. 1捻家 I法人を設立したととに始

蛋食的な農地転用を防ぐために，用途.地 | まる。 その後農業協同組合が中心となって

域などを指定してζれに対処しているD I 愛媛県立間町など各地で数戸の農家が共同

自作農創設 owner-farmerestablishment. I して会祉を散立するに至った。ここではii!f
i 小f炉問題のーっとして低利資金を融通し | 得税対策から役営の共同化に移っており.

て，小作地の自作化をはかることをいう。 I 農業経営の近代化の一助となっている。

ーその契機となったのは大正7年の米騒動|耕地整理組合 arable land. readjustment 

1.経済・ 社 会 (3S) 

aお前iation.明治32年の耕地盤理法・に

より.模商務省所管のもとに該定されたカ

ンガイ排水事業事の実確にあたる組合をい

い.事業完了後は市町村または普通*事u組
合*が施設の維持，管理にあたった。すな

わち，耕地盤理組合は事業団体であっ‘ζ完

了後は解散する性格を もっていた。

普通水利組合 irrigation ass田 iation.*-
和路包訟の総持管理をする組合。明治41年に

成立した水割血合tJ;..の適用をうけるもの

で.3量業水軍司』司体としてよりはむしろ公共

団体としての規制が強 〈内務街の所管であ

った。その組合員は土地所有者だけで.小

作人はl芭錠組合の運営に関与するととがで

きなかった。

土地改良区 land improvement district. 

土地改良法$により.耕地型車忽組合へ普通

水利組合ヘ水害予防組合.北海道土功組

合$などにかわって設立された農業水利団

体で.¥Bl去による組合が地主中心のもので

あったのに対し.とれは農地改革*による

自作燥を中心とするものである。土地改良

事業の事業主となるばかりではなく.管理

まですることができる。役員として理部，

~$があり，重要な事瓜は総合総会で決定
されるよう規定されている。

北海道土功組合 Hokkaido reclamatio 1 

ass∞iation. I明治35年 3月発布された北

海道土功組合法・によるもので.府県にお

ける水草Ij組合と似ている。操業上必袋な道

路，織，用水， 排水.1;是防などの施設を維

持するために，受益する土地所有';~が協議

のよ北海道庁長千[の認可を得て設遣するも

ので.この組合の多くは.力ンガイ緋水を

中心とした農業上の土木工事を事業の目的

としていた。→北鋪道:仁功組合法

工区 job division.工事の区間。最近の土

木工事は期間に制限されるととが多いこと

から.とくに大工事ではいくつかの区間に

分けて奥なった施工者が行う ととが多くな

った。 ζのようにして分けられた工事の区

間または，時l明日目に施工する場合.その時

期に施工される区間を工区という。

水刺権 water right 河川などから水を取

り入れる権札畿動k利trt，工業用水制量

ーなど水の利用主体による分け方と，水の!lIi

類による分け方(公水水利権，私水水利トM.
地下水水車財産，温泉水司、悦む がある。また

i可)11法卒に基づいて許可を得たfl'可水利滋

と長年の慣行によ って成立している慣行水

利権事とがある。農業用水の場合は慣行水

和維 に属するものが多いが，新河川法では

ζれらもすべて昭和幼年3月までに許可を

えなければならない乙とになっている。

水車l慣行 habitual watel' use 水利用が

慣習上定められているとと。水利用には，

自然的，社会的.経済的および制度上から色

々な慣行ができている。今日ではそれが一

つの既得権として法的にも認められ，中に

は不合理なものもあって利水の商で問題と

なっているものもある。河川では一般的に

は上流優先の取水.配水の慣行が生れる。

香水$制は代'錨t.Jなものである。→水利権

余水権 right of sp1l1ed water. f脳也域の，

余排水を優先的に阪得する権限。確たる水

源をもたず， 7](利権をもっ地域の余水ある

いは排水を水源として稲作を行う ような地

域では用水地区の余排水の取水をめぐって

争いがおこる ことが多い。

水管理組織 water(;ontrol organization 

一定t也1或の水を管理し，できるだけ打効に

利用するためにつく られた組織をいう.操

業胤水の場合は主としてj地改良区'が行

っているが.大用水路地区では全水路の配

水地域を管甥することができないため，幹

線用水路だけを管銀し，支線は申し合せ組

合または，支似を対象とした土地域良区が

結成されて水管理を行っている均合が多い。

また小I財f買をカンガイする用水地区では土

地改良区を組織せず申し合せ組合として部

族協議体で管理している。

売水骨量1] water selling syste田 . 水利用の

合理化の一方法と して考えられている制度。

農業用水では多くの場令，水の利用意によ

って水利費を支払うのではなくて，自己水面

積によ って費用が文払らわれている。 ζれ

を利用1ol:によって支払うよ うにすれば，用

水量が適正化されるという ととからう若水制
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が称えられるに至った。欧米各国では.常 1 ノピ

械化されているが日本ではまだ剣唱されて lナワノピ 同 制ηobi 土地台帳面併と笑

いる例はない。→量水制 | 面積との聞に差があり，笑面積に比して台ー

量水制く従量制) qu制 ityof wa町情| 帳面積が小さい場合，たと えば実面積1.2
M 用水の配分について分水量を騨と I haのものが台帳面積lhaであった場合.ナ

するとと。との典型的なものは上水道であ | ワノピが0.2haある，またはナワノピ率泊

って，家庭単位に水道料金を破るのではな ， %などという。

く，剛量が基準となっている。わが国の i農業工学 agriculturale唱 neer;暗 袋

農耕水はそのほとんどが反当割という形 | 業の生産性を高め農民の繁栄をはかるとと

で用抑制量間無関係に水利賀峨謀 | を回航する工学全般をいう。内容として

されている。赫W の盛本をなすもので | は農業土木噌主体とし，農業用の糊凱

ある。" I 農業用の建築および電力を加え，その他に
入会権(イ リアイケジ) common 一定地! 農業気象，農地の利用，営農ならびに農村

械の住民(1部落または数郵船が個人とし [ 計画などに関する生H識などを総括した応用

ての所有権をもたずに，慣行的に一定の山 ! 学である。

休原野で共同に収益する関係をいう。多| 農業土木 irrigation， drainage and 仲

くは山林，闘で燃料用鰍札結飼料| ω mation叫 ineering 農業の土地お

用の雑草の深夜などである。このような土 | よぴ労働の生産性を高めるための土木一農

地を入会配則。 I業土木の戦時史以来のもので，酬な

小作 tenantfarmi略小作とは農業者 | らびに蹴水利の開発，峨改良市Z事業

がその経営に要する土地の全部 もしくは! の主体である。わが国では水田i鵠が中心

そのほとんど全部を借入れて糊するとと | であったため農業土木事業も利水について

で， ζれらの農民が地主に支払う借地代を | 高い比重がおかれて現在に至っているa

小側という。 J 土地改良 landimprovement ①狭義に

協 難問問atinn. 同ーの生産過程また| はカ ンガイ妙体(ダム*，頭首工事.刷除

は相互に棚速している各生産過程に加、| 路改修， ボげ，暗キ g排水町区画整

℃協力して計画的に労働する多くの労働 IJlIl*， ~.:t..， 1IVJ.;L蹴など既耕地の土地改良

者の労働形態をいう。制 搬においても | をい'-'¥BDf.Q*，災害復旧などと区分する.

凱の所有をそのままにしておいて，作業 | 鉱養には土雌賊‘によって行う事業

だけを機械化する雌上機捕ぜられる | をし、ぅ。 すなわち.土帥良(狭義)， 開鼠

ようになってきた。 I防災，災筈復旧，草地改良などの総恥水

改良普及員 farm仙 Isor;加 m agent. ， 岡由鴻鴇業恥の中帖心で吋ある肋わが咽国の牡土地蝋改良賜
食業鰍改良帥助長隊法に叫蓮づ角き， 沼馴干和目限2胸3

事

されたもので 1ないし数カ村を管鴨区域 | ので多くの場合農業水利事業と同義に使わ
とする量農量業改良普及F所庁刷4に乙属し， つねに農家 | れる。

と崎接糊h触虫札して知識，技術の普及宿導にあたる | 農業土木学会 Agricultural En暗E仰i訂泊n問1

者払。おMもに晴農業蜘の技蜘術を糊担当封する鳩農業鰍改良判ISoc制i凶均y，Japan 明治40年6月抑制

普及員と鋭改善を担当する生活改良普及 | 盟研究会として発足し，当時の会員は市

員がある。いずれも身分は国側成の地方| 人で.馳腕性格であった。その後昭

公務員である。 I和4年 5月13日学会組織に改め.現在の学
土地台帳面積 aCl'eageof land registered. I 会が創設された。農業土木に関する科学.

土地合恨法により土地台帳に記載されてい | 技術の進歩発達を図るととを日的としてー

る面積。 との而積は地域により釜はあるが，， り.日本農学会加盟の21学会中， 最大の規

一般に耕地では実聞積より少なぃ。→ナワ | 模をも っている。 昭和41年 1月現在会員数
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7，切0名。

全国農業土木技術連盟 National Agricul-

tural Engineers' Association in Japan田

昭和22年に設立された農業土木技術者の親

睦図体である。おもな仕事は農業土木事業

実Mi..上有効な助言，農業土木技術の宣伝.

普及.樹脂の待退改善などである。との

鱗成単位は各都道府県農業土木技術連盟で

あるが.それら所属の総会員数は.昭事官41

年1月現在7，5∞名である。 -

農業土木事業協会 Japanese Association 
。fLand Development Works昭和35

年秋の股立。農業土木関係業者の相互細書

団体で，測量制喧設計部門.ポ日りング ・

グヲウト部門，畑地カンガイ部門，パルプ ・

ゲート部門，セメント二次製品部門』ポシ

プ音E門の6部門から組織されている。昭和

41年2月現在加盟団体数49社。

土地改良建設協会 Japane田As田ciationof 

Land Reclamation and Construction. 

昭事ω4年に設立。 土地改良事業を繍負 う建

設業者の集りであって.土地改良建設技術

の向上と工事の完遂に協力し，技術資料の

収集，配布，事業の技術並びに施策の澗査，

研究などを目的とLてし る。昭和41年1月

現在加盟国体数77社。

全置土地改良事業団体連合会 National
Federation of Land Improvement 

As回 ciation.~加3年に設立され，各都
道府県の土地改良事業団体連合会お主び一

部の土地改良区を会員とする団体で.土地

改良法・の意にそって，土地改良区の指導，

技術援助，教育.情綴および調査，研究を

おもな仕事の内容と している。昭和41年1

月現在加盟国体数日。

lBD(アイエッチディ〕国際水文単10年計画

International Hydrological Decade， 

UNESCO.l964年の第13回ユネスコ総会で

決定されたもので，世界人類の水利用を合

漫的にするために19応年から10年聞を区切

り地球との水収支叱気象水文観測の方法，

単位の椋準決定，後進国の水文学者の養成

などを行うとする計画。 1965年5月現在78

カ国の会加をみており.岡本は21の理事国

のーっと してその活践が期待されている.

圏内委員会は文部省ユネスコ国内委員会科

学課内にある。

CIGR(シーアイジーアール〉 固際農業工学委

員会 International Commission of 

Agricultural Eogineering.日告号はCom.

mission internationale du g句 ieruraI 

の除。 1930年 8 月に設立され. パリに本IS~
をもっ非政府間国際団体。農業土木.農業

施設，農業機被.農業電化.農作業管理に

関する科学技術の向上と国際交流を~め，
あわせて低開発国の開発に貢献するととを

目的としている。日本は1964年に加入。園

内委員会としては日本国際農業工学会が東

京教育大学農学部農業工学科内にある。

ECAFE (;r.カフェ〉 国連アジア極東経済委

員会 Economic Commission for Asia 

and the Far East 国連経済社会理事会

(ECOS∞〉の地域緩済委員会の一つで.

1947年3月に館立.事務局をパソコグにお

きアジア阪東地域諸国の経済発展.支化交

僚の促進のため調査研究，統計や情報の収

集および上aL!理事会や関係各国への勧告な

ど活発な活動を行っている。政府間団体で

日本政府は1954年 6月に加盟.外務省国連

局経済課が対応している。

FAO (エ7エーオー〉 国連食績量業機関

F四XIaod Agriculture Organization of 

the United Natfons 国連の常設専門後

関の一つ.1945年10月国連食粗食業線開憲

章の制定によって成立したもので，各国民

の栄養.生清水準の向上，食糧および農産

物の生産.分配の能率の改善，農村住民の

生活改善を目的市並行上の3大原則としてい

る。政府間団体で日本政府は1951年11月に

加盟.外務省国連局専門機関課.農林省農

林経済局国際協力繰が対応している。

ICID (アイシーアイディ)国際カンガイ主権

水委員会 International Commissioo 

00 Irrigation and Drainage. 1950年6

月イ シドのシムラにおいて設立され，当初

は国際カシガイ運河委員会主呼ばれたが.

1951年1月にインドのユューデリーで開か

れた第 1回総会によって改祢され発足した
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非政府間国際団体。日本も1951年 9月に加

盟以来，有力なメシパ「として積怪的にこ

の活動に参加しており， 1963年 5月にはそ

の第5回総会を東京で開催した。目的は工

学的，経済的，社会的観点から』カ Yガイ，

排水，i台水，河川改修に関する科学技術の

発達および応用を奨励し推進させる ζとに

ある。園内委員会は農林省農地局計画部技

術課内にある。

ICOLD (アイコール内国際大ダム委員会

International Commission On Large 

Dams. 1928年，パリに設立され，大ダム

の設言1".施工，管理，運用に関する技術お

よび経済面の進歩発遣をほかるととを目的

とする国際団体。日本は1955年に加担，国

内委員会止しては日本大ダム会議が東京都

港区新橋1-1-13東電l日館内にある。

WHO (ダプリ=ーエッチオー〉世界保雄機

関 WorldHealth Organization. 1946年

の国連総会の決議により， 1948年 4月に設

置された国連専門機関の一つa コレラ，ベ

ストなどの伝染病，マヲリヤ，デソグ熱な

どの風土病をなくし，だれもが良薬を安〈

容易に入手しうるようにし各国民の健康明

進を目的とする。日本政府は1949年に加盟，

外務省国連局専門機周課，厚生省(大臣官

房連絡参事官室〉が対応している。

WMO (ダブリューエムオ戸〕世界気象機潤

World Meteorological Organization 

1951年に従来の国際気象機関が解散して，

新設された国連の専門機関の一つg 台風の

予~Iì.，低気庄の進路など国境を ζえた気象
上の問題を解決する情報を交換する ζとな

どを司的とする。本部はグュネープにある。

日本官閉ま1953年5月に加盟，外務省国連

局専門機関諜，気象庁(総務部企画課〉が対

応している。

( 39 ) 

2. 地域計画一一一
REGIONAL .PLANNING 

地域計画には自然的，経済的，社会的概念;iJ~広く含まれるが， ζ とでは農業土

木的観点を主とした土地分類，土地利用ならびに水利用に関する照語を集めた。

また公共事業のうち農業土木関係のものをも収録した。

地域計画 regionalplanning地方言|函のー

つであって，地方の中の限られた地域を対

象とした計画である。地減計画はその地域

社会と経済構造の中で位置づけられるもの

であり，地域特性を生かして計画されなけ

ればならなし、ところから一般化するととは

困難である。

農用地 1and for agricultura1 use. ①ー

般には農業用に使用するあらゆる土地をい

う。耕作などにより収益している土地のみ

でなく，施設用地をも含む。②土地改良法事

上では耕作，または主として家畜のJ/J.牧，
もし〈は養畜の業務のための民草の目的に

供される土地をいい， 農地法格上の長~t!l*お
よび採草放牧地キであって養蓄の業務に供

されるものから成り立っている。

農地 agdculturalland ①一般には耕

i1fl"および草地帯をいう。②農地法事によ

ればがH乍の目的に胤いられる土地をいい，

草地棋のうち，肥培管理をされていないも

の，輪作の-i自Eとして使用されていないも

のはこれに含まれない。

耕地 arableland目一般には水田犬樹園

地'，~[lI*，桑園などの農地*をいう。また一

時的な休閑地は耕地の'1'に含まれるのがふ

つうであるが，輪作されていないか 7年

ぐらいもスキ替えが行われないで牧草など

が生育 している場合は永年牧草地となり耕

地から除外されている。ふつう農地よりも

やや狭い意味で使われているが，明確な区

別はない。

水図 paadyfield目主として水稲作を行

う目的でタン水機能をもっ農地事をいう。

不動産登記法キ上のi也同事の一つで農地のrjl

，~含まれる。

畑 dry field. 広義にはタソ水機能を持た

ない~t1fl~をいい，普通畑，焼き畑，切替

え~I!l*，牧草畑などに分けられる。狭義に
は，水回ま， ~封筒i地*左草地*以外の農地を

いう。

採草放牧地 grazingland目l京草地と放牧地

のととをいう。 農地調整法によれば，保革

地とは』国司もしくは飼料，またはとれらの

原料に用いる草，または落葉の際夜の目的

に用いられる土地をいい，放牧池とは家畜

の}jJ:牧の問的に用いられる土地をいう。

草地 grassland守@一般には牧草地お

よび採草放牧地*など草生の土地を">5。

②酪農振興法によれば，主とじて放牧また

はその飼料もしくは数料の探取の目的1;::用

いられる土地をいい，農地tJ;.*阜の農地*で

ある草地(肥培管理をされている)と，農地

法上の採草欣牧地本である草地(永年生の

肥培管理をされない)から成る。

樹園地 arboriculturalgarden.'果樹園，

茶園のほか，コウソ¥ ミツC'<f̂，コリヤナ

ギ.タケノコなどを栽摘する竹林などもこ

の中に含まれる。また一般には樹厨地の未

成闘では普通作物が作られているが，これ

らの耳刃渡いは明確でない。

段丘 terrace 海岸や河川の沿岸で流水

にけずられてできた段状の丘で，けずられ

た土に滞積物がのっているものを滞債段Je

といい，けずられて岩石のままのものを泊
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石段丘という。

チ2 ウ積地aI1uvialsoil (area); 

aI1uviu皿風化物が雨のために侵食され.

流水に速ばれてニ次的に滞積したもので，

多くは未熟土の状態にあるが，物質の移動

のないかぎり相当年月の後には風化土とな

る。河畔などのはんらん地に広く分布し，

農業上は重要な位置をしめている。

洪積地 diluvialsoil(area); diluvium. 

地質時代の最後の区分である第四紀の前半

を洪績惟といい，との時代の地層からなっ

ている台地を洪積台地という。チュウ積平

野と山地との中聞に存在するζ とが多く，

武蔵野台地，石狩平野， 大阪平野などに好

例がある。 とれらの台地は河岸，海岸の段

丘'を作っているものが多く，いずれも洪

積世およびそれ以降の隆起運動によって陸

{じしたものである。

泥炭地 peaty bog. 有島建物の地表への集

積が分解より盛んな所にできる。時代とし

ては氷河期以降に生成され，やや寒冷な.

比紋自空間の多い地方で.激しい乾燥捌のな

い沼沢地帯に主として存在する。 わが国で

捻北海道に広く分布している。→泥炭

土地分銅 land classification. 土地を評

定する場合の区分。土地利用計画を立てる

にあたって一定の地域について， その土地

の各部分につき土地の自然的諸条件を評定

することは重要である。農林省の鮒研 十回

においては，当該地区についてその土地の

諸条件〈修制， 土層.土佐. レキ)について，

それぞれ1-4級までの区分を設けている。

土地配分 land allotmen"t. 閣が自作農創

設の目的で取得した土地を入随者，増反者

に売渡しまたは貸付けるにあたって行う土

地の配分。当該開拓地区どとに土地配分計

画を定めるととが必要である。 ζの計画は，

l1!!区全体の土地利用区分と道路，水路など

基幹施般の配置に対応して，経営形態，所

得目線などから想定される l戸当り配分商

積を個々の農家の農作業・に便利なよう，道

路との関係，区画の形状，飛地などについ

て十分考慮のうえ定められなければならな
u、。

土地利用区分 land use c1assification.水

即.畑へ樹園地・，1*帯主和t.，薪炭林

地，宅地，防災用地，道水路敷地など，士

地の利用目的別の区分。開拓計画において

は.地区の土地利用計画上土地の各部分を

どのように利用してゆくかを.土地分類噂

の結果を基礎として土地保全上，用排水，

村落，耕地などの計画と関連ぎせて決定し

なければならない。

営農計画 farmingprogra血 農家が年々

の農業生産を行うにあたって，その経営の

内容について立てる計画e 農業が自然を対

象とする有機的生産であるととから， との

内容も作物栽i者，家畜飼養，労働計画，販

売計画など複雑多岐にわたるが，労働jの生

産性と生活水準の向上とに着目して.耕地

の広狭.立地条件などによ り，ζれらを総

合して計画する。

営農期型 farming patt白田n.一定の地域内

の農業経営の実態を見ると経営規模の大小，

基幹作目の種類などからかなりの差異が見

られるが，概活的にはその地峡の気象その

他の立地的諸条件に応じた経営の基準的形

餓が考えられる。営農類型とはこのような

現状分析的なものとして使われる場合のほ

か，地域に応じた営農のあり方として.あ

るいは今後の技術体系の進展などを想定し

ての経営の目標として， 一定の規模，経営

形簡および技術体系のもとでの経営の地域

別な類型として般定される場合が多い。開

拓地営轟類型$は開拓地での営農の指針と

して，また地波別経営類型は今後の技術体

系の進展と農業所得の憎大を意図して作成

されたものである。

乾燥農業 dryfarming. 農業の営ま れる

土地の酌I量の多少から世界の農業を大別

して乾燥農業と湿潤地農業に別けている。

ウィrソウ(Widsoe)は乾繰農業を年降雨量

約500mm以下の地方で，カ ンガイ施設に

よって豊富な水が供給される乙となく，作

物の有利な生産をあげることのできる農業

と定義している。 地球上の全陸地面積の55

%は 500mm以下，10%は 500~750mm:D

年降雨地方であ り， ζれらの地域は車掛差是
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業地帯とみてよい。

磁農 dairyfanning. 乳牛を飼育し牛

乳の生産を行う農業。水田硲~，畑地AIl農.
河川敷酪農，山地酒自縫，開拓地尉差是，近郊

務長などに分類される。

散村 communityof dispersed house. 

holds.個々の農家が1戸ないし 2戸ごとに

点在しているような村港の形態。富山県砺

波平野. ~宮町11の扇加也制服姿伊)1 1 ，

静岡県大井川の下流などにみられる。

集落 settlement. 生活上およびその他

の理由により密集して住震をもっ村裕形態。

塊状村落ともいわまも，わが国では自衛的要

件によって条史村信にみられるよう にζの

形態の村落が多かった。

国土計画 land utilization program. 国

家を一つの地域とみなしての計画である。

土地の普帯条件の改善，人口の収容と産業開

発をなし，~種の計画i， 事業を総合的に有
機的に行い，産業主人口の合王勤旬な配鐙を

はかる場合に限り国土普|函という。

国土保全 land conservation.未開発地の

自然荒廃には山グズレヘ地スベり大土砂滞

積などあり，下流地域に被害を及ぼすζと

が多く， ζれらの防止のために，保全造林，

面何方.土慎保全へ草地造成などを行うと と。

ζのような事業は国土を保全するためのも

のであるが， とれらの災害は地域的特質に

よって発生するものが多いから，保全事業

もその地滅的条件をカパーするような形で

行われるととが望まれている。

河川l総合開発 multiplepurpose develop-

ment of river basin. 河川の有機的な

利用をはかるために，昭和25年国土総合開

発法事が制定されて以来.国土総合開発の

基幹事業として促進されてきた。その代表

的なものが多目的ダムであり，治水.H比
の調盤をはかり，総合的に河川を開発しよ

うとするものである。

流場変更 sepat'ation of drainage basin. 

ある河川の流域事の全部および一部を他の

河川の流域に変更すること。洪水対策， 利

水対策として行われるものである。

ん7)C統制 river water control. 今日の河

川総合開発の前身であり.昭和9，10年の

大水容を契機として12年に河水統御尉査手

開始された。河水統制事業は河川上流告~に
ダムをE生け，洪Acと渇7)<:をコントロールす

るととであり， 農業水草Jj*，治:7)<:， 発電など

河川の総合的統制計画の基礎をなすもので

あっ~o
水耳目l統制 control of water use 昭和10

年ごろに農業水利と他種水利との競合をな

くし，合型的水利用を行うためとられた各

種利水の統制をいう.当時農業水利は，水

利の中で主要な役割を果たしていたにもか

かわらず水利用の方法はきわめて古(，そ

の実態もまた掌握されていなかったので，

農業水利統制調査の必要が叫ばれた。

水事l調fI. regulation of water u舘.農業

水平海加時調整令ぺ昭和16年〉にみられるよ

うに，当初の水利調書Eはおもに農業部門に

おけるものが多かったがa 終戦後は上水，

工業用水，農業用水.発電用水などの各産

業別の水利調盤が主になり，とくに同一河

川における水利調董が新しし、利水計画との

関連で箆要になってきた。河川法事ではと

のような事情のもとに水利について一項を

あげている。

利水計画 water utilization scheme. 一

定地区または.一水系における水利用計画。

ζれらの地区では多〈の場合，利用の性質

の異なる部門が集まっているので基本的に

むずかしい問題をもっているが，現在では

一応慣行7師団を優先して利水計画をたてて

いる。

水管理 water management. 利水事業が

合理的永続的効果をもつようにする水質，

水量に関する管現。従来は各利水部門ごと

にその限界内での水管翠1が行われていたし.

現在でもそのようなものが多いが.利水計

画*がなされるようになると..1M虫の組織

の管理からそれらの集合体の管理となって

くる。農業水5flJだけでも単独の土地改良

区かの水管理から同一地域の土地改良区連

合の管理となり，他産業を含めた管理組織

にまで発展しつつある。

ピーク発電 peak power generation. 常
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時.均等の発電をすることなく，電力消費

の日変化に応じて大量に消資される時間に

大量の発電をするζと。水路式発電では調

整.也吸 をもたないかぎりピーク発電は図書重

である。 〆ム式発電においては自由にでき

るが.下流側の手ItJcについて悪影響を与え

るととが多い。

産業連関~ input.output table. 投入-

lIit出表と呼ばれるように，ある一定期間

(通常は1年間)に各産業部門が生産した生

産物または用役がどのように各産業部i門に

配分されたかを行列によって表示したもの。

オベレーシ罰ンリサーチ ;OR operation 

research い不いろな制限条件を考慮の

上.事業や組織全体の股適な運用すなわち

利益最大または損失経小とな冶よう な計画

のありかたを研究する手法。 →LP，DP 
線形計画法;LP linear programing. 

OR*における最も典形的な手法で， いく

e つかの変放を含む一次の速立不等式(等式

・でも・よい)を制約条件とし，ζれら愛数の

ー次の関数値(目的式)を最大または最小

百となるようにする手法。→OR，DP 

裂刷計画法 ;DP dynamic progr副 ning

OR・の数学的模型て時聞がli:要因子とし

て含まれる問魁〈馴拘決定附題〉に近暖する

1手法..LP*がほとんど時聞に関係しないも

の(商事的決定作噛〉を扱うのと対しょう的.

-OR， LP 

地盤沈下 settlement of ground. 地下水

の過度の汲上げ.探鉱，地震，または干拓

地千陣後地主S表土のJ[l(織などによ り地盤が

沈下する現象をいう。大都市および工業都

市などでは，工業用水などを地下水に依存

するととが多かったため，東京.大阪，名

古屋などの大都市ーでは，工業の発展に伴っ

て地盤の沈下が俊んになり a 工業用水道法

の成立の原因にもなった。農地の地盤沈下

は地区内用排水施6:の担霊能低下を起すので

最近大きな問題となってきている。

受益面積 benefi ted area. ダム$および用

緋水の開削などにおいて，それらの施設が

つくられるζとによって剰溢をうける地域

の両宅置。

計画基準年 basic year for. planning. 

ある事業または構造物の舌i商を立てるにあ

たっては.最小の経費で級てたの効果をあげ

うると考えられる気象水女条件の年を.計

画基準年と してほ用するのが通例である。

とれは事業の種類や工留によって異なる。

たkえば，カ ンガイ計画なら10年に1回の

潟水，防災ダムなら50年に 1凶の洪水，ア

ースダム余水枕なら20U年に 1回の洪水の

起る年を.それぞれ計画基準年とすること

になっている。

公共事業 public works. 直骸，間後に不

特定多数のものの利益のための車業a道路，

河川などは前者の事業であり，カYガイ事

業，ホ場現在附事業献のようなごt地改良事J長
や玲業前造改善事業eなどは後."&の時卒業で

ある。

治山事業 forest conservation proiect. 

山地の憤生の条件をよくするζ とによ って

流出を抑制し，砂防工事と合わせて山地の

崩療を防止し 下流部の洪水防御.渇水量を

大きくするととを主目的とした事業。水剖

農業が中心になっているわが国では， 利点

を前提と した治水と治山との関係がと〈に

深い。したがって治山事業は古くから行わ

れている。

i古水事業 river training project.大河川

の中 下流首都の開発がすすむにつれて行われ

る洪水対策事業。これらのI血液は近世初:羽

から治7Jc，利水技術の進歩によって開発が

すすみ，明治初j聞には低水工事事を中心と

する河川工場ーが行われたが，明治20年ごろ

から再び内;7k工事事に移り現在に至ってい

る。

カンガイ排水事業 irrigation and drain. 

age works カンガイ排水ぬ設の新役も

しくは改良を主とする目的のために行う土

地改良事業。 決林省では事業を受益面積.

末端支配而績の大きさによって国営かんが

い排水事業，都道府県営かんがい緋水事業，

団体営かんがい緋水事業に分けている。

開拓パイロ ヴト事業 pilotpl'oject of land 

r配 lamation.主として既存稔家の経営規

模を肱大して自立農家の育成をはかるため
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に行われる土地改良事業。土地改良法事第

3条有資絡者の$'第申績によって実施され

吾。事業は耕地it戚，道路.用緋水， 飲雑

用水などの農用地巡~事業と， とれらと一
体主なって実施する必要のある経営基本施

信設置事業と環境数防施設設置事業から成

り立っている。
総合土地改』血事業 landreclamation.irri-

[ation pro;ect.カソガイ誹7Kbai設の新設

または変更の事業 〈カンガイ捌'7Jc事業勺と

岡田または開削の事業(開拓事業)の受益地

が交錯し，とれらの事業を同一事業主体が

総合的に一貫施行するζとが適当と考えら

れる場合にあわせて行う事業。 両事業の受

益地の淘ー積の大小，事業唱をの大小などによ

り総合カンガイ排71c$業.総合開拓パイロ

ヅト事業il:.分かれ.また受益面積の大小な

どにより.国営，都道得県営に分かれるo

~場整縦専業 lan<l consoIidation project. 

設業基本法‘にしたがい労働の生産性を高

め農作業の機械化合はかるために行う土地

改良事業。ヱ稲は区画室長JJIl*，力ソガイ排水

政政.客土竺暗キ司$などを合む。 事業は

受益面積の大小により，者匹滋府県営事業と

団体蛍事業・がある。

農業申書造改善事業 agrlcultural structure 

improvement pro:ect. 農業基本法寺にし

たがい食事量の労働}生産性の向上，農業の合

組!化および生産の選択的拡大を幽るための

事業。ホ場の整備など，生産基慌の整備お

よび開発援びに操業経償近代化のための，

tJ械施設の溝入から成りv.っている。 君事業

の種類規模にしたがって国の補助の対象と

たるものと融資単i1lのものがある。

震えの集団化耳roupingof farmland 各

々の所有者間で権利制整を行ゥて個々の土

地が分散なく集団して所有利則できる よう

にするとと。わが国の島家はその所有する

耕地面積が狭少であり，また耕地が数カ所

にも分散している稼合が多い。このため通

作距婚が長く，かつホ場区画が小さく不整

形であるζとから録作業よとくに機械化作

葉に不便なので君事国i化が望ま しい。

t費地処分 disposition [or substitute 10t. 

区住E整理事業，農地造成事業において.工

事前の土地(従前の土地〉と工事後の土地

(畿地叩bstitute10t)とを法律上全く同

ーなものと擬制して，権利の帰属関係を解

決する法律行為。様車IJの移転ないしは設定，

消滅を行わないで，実質的にはあたかも乙

れを行う と同織の効果を生ぜしめる。との

場合，従前の土地に相当する換地を与える

ととを換地交付，もし相当する換地を与・え

るととができないときは，合銭で清算し，

換!i!lj育算という。
交換分合 exchange and conso1idation. 

正しくは農地*の交換分合という。分散し

ている農地を交換したり，分削したり，合

併したりして，農地の集団ft.*，その他農業

構造の改善に資すること。わが国の農村で

は自然的，社会的.経済的条件から1農家

の農地が数十カ所に分散している例もあるe

安換分合は換業委員会，土地政良区久農業

協同組合またはit刑f村が事業主体となり，

土地改良法'に基づいて実池する行政処分

で.土J1Ti!l(良工事を伴わないで集団{じを図

る点、に燥地処分$と本質的相違がある。

国営事業 govcrnment唱 perated 1Y0rks. 

土地改良事業において国が事業主体となり

経費を国が負担ーする事業。国は土i似k良法・

にしたがい，その事業地減の都道府県に事

業費の一昔置を負担させることができ，都道

府県は受益者から負拘の全部または一部を

徴収することができる。

都道府県営事業 prefecture'operated 

works土地改良事業において都道府県が

事業主体となる事業。::I:J~良ii* によれ
ば，受益者から地方自治法第224条の分組

金を徴収することができる。
団体営事業 organ ization-operated 

works.土地改良事業において市町村.操

業協同組合など土地改良区'および数人の

共同体が事業主体となる事業。
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3.土壌
SOIL 

土を農学面からみた場合の術請を土屋の種類， I生状』水分との関連などの順に

収録した。応用而については，それぞれ水田カンガイ(p.77 ).畑地力 ンガイ

(p. 84)， .地改良(p.58 ).農地保全(p.61 )などにゆずり. とくに工学商か

らみた場合については土質 ・基礎(p.141)にのぺた。

土 壊 soil. 地般の段上部で，風化作用に

より膨軟な状態になっている層をいう。と

れは物理的ならびに化学的に変化を受けた

岩石の風化生成物とそこに生汚した動値物

の遺体からなる。土織の分額 soiI classi. 

fication には多くの方法があり，おもな

ものは.次のとおりである。

①地質系統と母岩の種類によるもの ・太古

庖土簸，古生庖土!Iiil，チュウ積層土嬢，洪

積層土E躍など。

②移動と幹事積のh型式によるも の:残積土

residual回il.還積土 transported回iI

泥炭土 bog50il など。

@土j曜の成鞍渡によるもの :米熱土.成熟

土，過熱土など.

@気候，土4奥田罰薗 soilprofileなどの相

違すなわち土境型 soiltypeによるもの ・

湿潤性土感(ツ γ ドラ土.ポドゾノレ土，カ

ヲ色土，黄色土， ラテライトなど)，乾燥

性土塩基(チェルノーゼム，クリ色土.皮殻

土，サパグ土など〉。

⑥i也J[q，によるもの:平原土.高原土，丘陵

土など。

⑥利用法，値物?軍策の相遣によるもの:耕

土，朱耕土， 森林土，E事原土など。

.~理学的組成によるもの : νキ土. 砂土へ
砂S夜土‘， !J量土ぺ宿泊土‘.t直土舎など。

⑥化学的成分によるもの:鉱貿土援.有後

質土療など。

⑨反応の相速によるもの:酸性土纂て ア

ルカリ性土鹿半。 →ご1:質
土壌生成 pedogenesis. 母岩が風化作用を

受けてできた母材 parentmaterialから

土騒が生成されるとと。 とれに関係する緒

因子には母材， 気tE.植生.J也形などがあ

る。 己れらの組合せによ って種々 の土騒が

でき，とれらの結果がそのまま土出断而ホの

形態に反映される。

風 化 weathering. 岩石が化学的.物理

的， 生物制作用により土厳に変化する現象。

ζれは崩咳と分解に大別される。崩咳とは岩

石が物理的に傍けるととであり，分解とは

岩石の組成が化学的に変化するζとをいう。

粘土鉱物 claymineraJ. 粘土中の微細な

含7)Cアルミナケイ敵槌の結品。 ζのうち重

要なものはアロフ且 Y.カオリナイト腐，

ハロイサイト属，モンモリロナイト属およ

びイライト屑である。との判定法にはX線

回折法，示差熱分析法，化学分析法などが

ある。 A層

層位 horizon.

土接の生成過程 B層

によってできた

特徴をもっ土媛 C府

の層。ふつう次

の四つに分け

る。 A磨位A-

ho白 on・通常有 問

機物が滞積し.

また浴脱・がお
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きている土厳断面の上月号。B層位 s-hor-

izon. A庖位の下に位する部分。 一般に集

積層。 C暦位C-horizon.生物学的な土袋

生成*の過程による彫吸をほとんど受けて

いない風化した岩石物質の属。 D層位 D.

horizon. C層i立の下にある未風化岩石層。

水岡土厳にはとれらの層l立中にグライ層・

が混じるζとがある。

ゲライ層 gley. 低視な土地?常時停滞水

がある場合，および水回などで還元;jj(・態の

鉄Fe++が存在し.育.膏灰，緑灰などの

色を帯びる土層。地下水両が上下に移動す

る場合は， 酸化および還元作用が行われ，

構造の割れ目や根の問ゲキに沿って賞カッ

色，鉄サピ色などのはん紋を生じることも

ある。 著しい還元状態のために有機物が存

在すると鉄やマンガンなどの治解度が増し，

地下水中にζれらが存在するととがある。

グライ層ではEh'"は低い。
透水層 permeable layer.レキa 砂，砂岩

のように透水性の高い地層をいう。

不透水層 impermeable layer. 71cを透過

しにくい紡土庖や岩盤をいう。 一般に水は

土居の上部を透過して不透水Ji!lt.遣し集積

して地下水・となる。

帯水層 aqujfer.地下水"'(自由商地下水$ま

たは被圧地下水りで飽和された透水層。わ

が国では，洪積層，チι ウ積層などの砂レ

キ質の層をもっ台地部および砂層をもっ平

野部に多い。

土寝構造 回ilstructure. 土駿粒子の結

合状態，土塊.粒塊の形状，大小をいう。

乙れには土峻綾子の結合状態による分類と

土繍をとわしたときの寄IJれ方による分類と

がある。 I

③土壇粒子の結合状態によるもの

(1)単;粒構造 single'grainedstructure. 

単一粒子が集まって一体の土抱を構成する

もの。 (ZJ団粒構造 aggregatedstructure 

土撞粒子がいくつか集まって， ある単位の

団組aggregateを作り，それが集まって構

造をなすもの。 (8Jハチの巣鷹造 honey

co由民dstructure. Jt鮫的ゆる くハチの

巣裁に土位子の結合したもの.
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③土塊の割れ方によるもの

(1)桓状構造 platy structure 水平に

できているキ裂であり， ζの土を ζわす

と板状の奥ができ る。(2J柱状書官造 pris.

matic structure.垂直に生じたキ裂から作

られ，柱状に割れる。重粘土・の下層によく

見られる。 (aJ塊状線造blockystructure. 

垂直なキ裂と水平なキ裂とが同じ程度にで

きているもので，その大きさは1mm-5

cmく'らいである。 角があるが表面はなめ

らかである。 (4)粒状構造 granularslruc-

ture角がなく函が芦L味をおびているがな

めらかでない。 大きさは約 lcmで.よ い

耕土の表層に見られる。

泥 炭 peat 多少腐植吋じした情物のE主体
が自然に集積してできた土療。構成植物に

よって降位，中間，前i位と分けている。①

低位泥炭 lowm∞I は河水などのように発

分に富んだ水によって生育するヨシ，ハγ

ノキ，ときにはスゲなどの残体で川lのはん

らんしやすい低地に多い。②高位泥炭 hi.

ghmoorは養分の少ない雨水のみによって

生育するミズゴケ，ワタスゲなどの残体で.

川のはんらんや地下水の膨著書の少ない所に

形成される.③中湖泥炭 transitional

m∞r (中位泥炭)はとの中間の条件で生育

するスゲ.シラカ_"， マツ・.ワタスゲなど

で形成される。

重粘土 heavy cJay soil. 粘土分がおよ

そ 60~匹以上の土性$をもっ土篠をいう。土

接組織はら密. きわめて粘質で，住子は細

かく単粒構造也をなす。 一般に酸性で腐植本

が少なく生産力が低い。改良法としては時

キョ排水キ， 砂や泥炭ゅの客土ヘ 心土破砕

耕などが実施されている。北海道に多い。

火山灰土穣 voJca nic ash Boil.火山灰ま

た防火山砂が陸上または水中に滞積してで

きた土築。わが国に広〈分布し.次のよう

な特徴をもっ。 ①活性のアルミエウムが多

いa ②リγ酸の吸収力強《微量要素が欠乏

しやすい。③重量土は比般的うすく腐植'が

きわめて多い。⑥カH含量が少ない。@イ

ォγ交換$容量専が大きい。⑥酸性反応を

呈する.@保水量が大きいにもかかわらず
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子パツにかかりやすい.⑨土壊俊食事をう

けやすい。

関東ローム Kanto loam. 関東地方にみら

れる第四紀火山活動に由来する火山灰土

療$で次のような特徴をもっ。 ①A層は多

量のl/1Ij植市を含み暗黒色。 B，C用は通常怯

なはだ厚く， 黄色， カッ色の値駿土または

樋土.②三相分布は一般に面相が小さ<，

~紙気相が大きい。透水位.保水性1'::富
む。③軽くてくずれやすい。適湿条件下で

は農具に対する抵抗}ま小さく，耕うんは容

易である.乾くと風に飛ばされやすい。③

イオY交換本容量は大きいが， NH，.やK+

の吸着保持カが弱いため，とれらが溶1党本
しやすい。[関東火山灰]

黒ポク kut'obokl' 黒色を呈し，腐植備を

多く含む軽しような土をいう。従来は火山

灰土滋*をとのように呼んだが.現在では

非火山性の土擁にも慕ボタがあるととがわ

かった。

磁性土当直 acid回i1土襲枝子に吸着されて

いる復基が失われ，そのあとをHイオYに

よって満たされていて，反応が酸性 p日本7

未満を呈する土痩。わが司自の耕地の959百以

上は酸性土獲である。肥料成分が流されや

すく，有害な Alがふえ，v y敵肥料のき

きめが低下するなど作物の生育上欠陥をも

っ。

711，.力リ性土犠 alkali田 i1.蒸惚Acと土と

を混合したときの洛液がアルカ リ性(pH.7

より大〉を示す土壊。アルカりおよびアルカ

リ土類の可溶性息類，すなわち，Ji:化物，硫

酸滋 ・硝酸塩・炭巨費塩などを含む土巌であ

る。 一般に降雨量が少なく，蒸発盆が著し

く多い地方で，低所で排水不良地に発達す

る。わが国にはきわめてまれである。

土袋図 soiI map土境調査により土肢の分

布を色彩または記号をも って表示した図。

ふつう適切な地形凶〈空中写裏が多く京即

される〕を基図とし.土器量型・などに分類し

たものを用いている。

土犠の三相 three phases of回iI.土壌は

国相 solidphase(土躯佐子)，液相 liquid

phaseC7};:)，気相vaporphase(空気，ガλ〉

堅
からできている。とれらを土獲の三相とい

い， 梢 j腕で示す。ふつう，畑では図榔3
40%， T伎相約30%，気相約30%の制合が生

産力を高めるのに望ましい状態とされてい

る。 ζれの測定には土塩基容積測定穏が用い

られる。

間ゲキ寧 porosity. 土星昆 砂利.岩石な

どにおいて粒子で占められていない部分を

関ゲキといい，間ゲキ率または 問ゲキ土t
void ratioで表わす。

問ゲ山寸γ蝋必)

V. P 
間ゲキ比 e=V;=而百二五

こζに V，:問ゲキの占める容積

V. :土展粒子の占める容積

また炉型堕d匙~Xl∞
真比重

の関係がある。なお.詮子が相当に接触し

てつまるととを充テン packingといい.

問ゲキ率Pまたは閲ゲキ比eで表わす。す

なわち，T=l∞e/(l +e)。等球の充テγは

t=26.0-47.6%， 土粒子は厳僚には完全

充テンされるととはないが(とくにO目02m

m 以下で)， Ii少のρは459百で粘土合意とと

もに大となる。 合が小さい土の強度は強く，

水，空気の透過率は低い。〔孔ゲキjfI)

土壊分析 ωiI analysis. 土肢を構成bて

いる物質を知るための分析。 物宙内分析は

土を織成している土展佳子の大きさの割合

や空気，水の透通性，容水性を知るために

行い，化学的分析は士の組成成分を知るた

めに行う。

土壌空気 50il ai1'. :.1ニ壌中に存犯している

空気。土敏水分*にt容解している都分や，

土塩基コロイド本に吸着している部分もある

が， ~Iこ土t車中の;lto毛管問ゲキを占めて
いる。成分は窒素，酸素，炭般ガスその他

いくらかの希有ガスから成っているが，大

気に比べて貫主棄に乏しく炭敵ガスの含震が

著しく多い。ほとんど 100%に近い湿度を

もっている。

強熱様量 ignition los5 炉乾材料をルツ

ポにいれ 550-650'Cで黒色が消えるまで

強熱し，減量を乾燥土*重量に対する%で表

iι主

わしたもので.有機物合盆の慨絡を示すと

とができる。 とくに腐値質土厳について調

査する必要があるが，一般の鉱物質土燈に

ついてはその必要はない.(シ+ク需割減量〕

粒度 soilgradin宵土I血栓子の枚径 gra-

in sizeの分級をいう。常用される土躯粒

子の粒径名は次の表のとおりの位径分析法

のおもなものにピベマ ト法pipetmethod， 

比重計法 hydrometermethod，ピベッ ト

法と途心分離法の併用法などがある。

P玄F罰金法

νキおよび骨1レキ gt"avel 2mm以上

「組砂 coarsesand 2-0.25 
砂 {細砂 finesand 0.25-0.05 

lf肱砂 sHt 0.05-0.01 
粘 土 c1ay 0.01以下

主豆塗
ν'" gravel 
砂 sand

':'-"'1ト si1t
粘土 clay
，p イド col1oid

n富士纂f会法

2田皿以上

2-0.05 

0.05-0.制l5

O.制)5-ベO.∞1

O.ω1以下

ν キ gravel 2mm以上

粗砂 coarsesand 2四 0.2

側 砂 flnesand 0.2-0.02 
徽砂 s;ll 0.02-0.002 
'tIi 土 clay 0.002以下

土君臨コロイド 曲 ilcolloid. 土峻の最も徴

細なを立子。 大きさは人によって多'舛畏界を

異にするが，大体Ip(0.∞lmm)以下の紡

土粒子。無機ヨロイドと有機コロイ ドとが

あり.前者は粘土として存在し.ケイ献を

主とする猷性のものと，鉄およびアルミ ニ

ウムを主とする塩基性のものとより成って

いる。後者は腕値ホと して存在している。

分 散 dispersion.ある処理によって凝集

体が一次主主子にまでζわされること。また，

その程度を分散度 degreeof dispersion 

という。

綿毛it flocculation 士嫌コロイドの崎

被に電解質を加えたとき.分散・してい る

微粒子が集合して綿状となり沈殿すること。

ζれを防ぐため綿毛化防止高11 defloccul a・

tiQf¥ as"entとして ，r5A 1204ではケイ

塩基 ぐ47) 

M'ナトリ ウム(Na，SiO・〉結晶の使用を定め

ている。

土 性 soiltexture 土壊桂子の混合制

合によって土胞を分額したもの。国によ り

命名法が異なり，わが園では日本氏学会の

基準によっていあ。 ζれによれば位径2m

m 以下の部分を 細土 fine50ilと称 し.

絢士1∞分中の粘土の含量によって次のよ

うに命名する。 E歩土 sand12.5%以下.

砂壊土 sandy loam 12.5-25%，濠土

loam 25-37.5%，事E第土 clayloam 37 

.5-509百.搭土 clay50%以上q なお砂

の含盆のり，以上が細砂および徹砂からな

るときは，土性名に「細」の字を付す。儲土

で火山灰のように軽し Iうなものには「経」

をつける。 Vキまたは角レキの含量によ り

土性の前に次の字を加える。レキまたは角

レキを含む(5-109杉)，レキまたは角レキ

に富む(10-30%)，レキまたは角レキにす

とぷる富む(3(ド 50%)，Vキ土また除角ν
キ土(5ゆ%以上〉。 また腐値牟の含量によ っ

ては次のような名称をつける。 腐値を含む

(2 ~5 9百)，腕植に富む(5-10%)，腐憾

にすこぶる富む(10-209百)目腐植土 (209百

以上〉 。→f:V度

比重 specificgravity. これには真比

重と仮比重(カヒジュウ〉がある。:上層量栓子

の比重を土窃の真比重 re温I-Sp町 ific

gravity of回ilという。すなわら.

土峻{子の重量
真比重S.=主義信議官(水何度〉。

S，の値は鉱物質土胞では約2.6-2.8，有機

物(腐慌〕質土駿では約1.2-1.5。とれに対

して土療の仮比重 叩parent-specific 

gra vity of soilというのり土塊の比盛で

あって乾燥単位体積兎震にあたる。

凪世 S.=土堂筋器量+(水の密航

S.の値は粗密の程度により異なるが.ふつ

う植土では約l目1-1.2，砂土$では約1.6-
1. 8，腐脂質製土は1.0，泥炭は 0.4であ る

〔見祷け比重〕。

容積重 凶 Ikdensity 間ゲキを合んだ土

績の単位容積当りの重量をいい， kg/mヘ
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t/m'， gr/msなどで表わす。単1立外務重量

ともいう。乾燥単位体積重量(仮比重勺と

湿潤単位体積重量とがめる。

比表面 specific surface. 191'のニl二壊粒子

のもつ表面積(cmりをいう。多孔休の構造

性の一指標になる。粘土分の多い土敏では.

ζのl直はIOO，OOOcm'/g1'以上にも及ぶ。セ

メント粉末度を計るプレーシ献験は19rの

セメント粒子裁が持つ比表而積 (cm'/gr)

により，その粉末度を知る方法である。

C(ジーター〉ポテンシャル C-potential. 土

狼のコロ イドは電気二重層(陰性コロイ

ドのときは内側が陰電気庖，外側は陽イ オ

シ層)"t'包まれており，ζの二重居間の電

位差をいう。とれは帯電武と二宮習聞の~g
雌の相京税K比例し， lv:子の半径の 2乗に

反比例する。土粒子界面の状態を反映し，

~加剤，風乾などで変わるから土の安定処

理効果の指標になる.

士宅島水釦ilwat町.土獲を俄成してい る

物質のうち被相をなしているものを一指ーし

て土蟻水という。また. その量を問題にし

ているときにはとくに土療水分田ilmois-

tu四という語も使われる。ふつう大き く

次の三つに分類される。

①吸湿水 hygroscopic water土蟻粒子

の表面に聞く結合して，il¥(肢を形成してい

る水。毛管力あるいは重力のいずれの作用

によっても移動しない.

@毛筆水 capilla1'Ywater.毛管カによ

り保たれている水。土狼閲ゲキ中に存在し，

排水良好な土撞でも重カに抗して残有ーでき

る。

③霊力水 gravitationalwater.重力 に

より土療粒子問を自由に移動できる水。

カンガイ，排水の対象になるの陰毛管水

と孟カ水とである。→土強水分測定法，合

水量

土後水のi犬態はとれを棟準状態にある純水

との聞の化学ポテン・ンャル chemical

potentialの主主で量的に示すことができる。

ζの値は，(1]水と土との相互作用，(2]i容質

協度，(3)表面張力，(4，)相圧〈カ学的には静

水圧)できまる。土駿水の巡回Jにはおもに(3)

g)! 

が， 水分吸収には全要素が，力学的挙~Jに
はおもに(2)のうち正イオソ濃度と(8)が関係

する。基準状態からの化学ポテγシャルの

減量(水政表示)の対数をpF*という。

pF(ピーエフ)土胞から水安吸引するのに必

要なカを水柱の高さ(cm)で表わし，それを

常用対数値にしたもの。 ζれは土療水分吸

引カ soi1moi5ture suctionの強さ.ある

いはポテンシャルのレベルを簡単に表示で

きる単位である。pFと合水量念との関係〈通

称pFー水分幽線〉を測定するには， 土柱法

田i1column method，股引綴法 suction

plate method，加圧板法 pt'essureplate 

method，加圧膜法 p1'essuremembrane 

method，遠心法 centrifugingmethod 

などの方法が使われる。

毛管水分幽貌 capillary moisture curve. 

地下水面上の水分量の垂直分布を表わす曲

線。

毛管凝縮 capilla1'ycondensation平面上

で水蒸気により飽和している大気は，同一

温度のおう(凹〉面上で拡すでに過飽和であ

る。そして，そのlゃに含まれている水分は

水のおう〈凹〉面にお関百を始めているが，と

のような現象をいう。

潤熱 heatof wetting 乾燥した土敏

が水にt託されたときに聞す熱。吸湿7K*の
定量には潤熱の測定が用いられる。c:星測

勲〕

不動水 dead wate1'. 土富盛岡ゲキ中におい

て，土畿の含水;;:*iOt滋り，地下水と の述絡

が切れて流動しない7.1c，および土猿粒子の

表面に強〈吸着されていたり，土壌内に封

じ込まれたりして圧力コウ配を与えても流

動しない水をいう。

合水量 moisture content目土肢を約110.C

で定量になるまで乾燥し， その前後の重量

差から水分量を求めた後，とれを表示する

方法としては次の三つがあるが，近時はも

っぱら合水比を使う。

含水量(gr)moisture content=W-W. 

含水比(%)moisture ratio= ((W-防九〉

÷肝ら)xl00 

曾水率(%)moi百turepercentage= ((W 

豆.土擁 ( 49 ) 

-W，)+WI x 1O~ 

ζとに，W:供試土層進の重盆，W.:乾燥

後の土wの重量。とのほかに1政相*が全容

積に対して占める百分率(休積合J!<率)や部

ゲキに対して占める百分率 (飽税収〉を使

うとともある。→士盛水分測定法

土1.1水分定数 50il moislu1'e constant.特

徴ある状態の干におかれた土駿水の量的な

表示。 〔土着車水分恒数〕

①最大容水量 maxim山 nwater holding 

capacity. 土E留が重力に抗して吸収保持

できる全水分量。

②木場容水量 fieldcapacity過剰な1li1J
71<が緋除されて，水の下降運動が著しく減

じた後の土腹中の及.W7!<分量。ほほpF*I.5

水分1置に相当するロ〔最小容水量〕

③水分当量 moistureequivalent目水で

飽和した土筆に重力の1，∞0倍の途心力を

与えた後，1享さ lcmのこ上嬢1.11に保持されて

いる水分量。

③シオレ点 wilting point.作物がとれ以

上生育できず.永久にしおれるときの土嬢

水分払 pF4 .2水分立または15気圧水分~
ともいう。

⑥吸湿係数 hygl'OSCOpic∞efficient.乾

燥土泌を約98!i1百の関係温度の水蒸気をもっ

空気中においたときに吸躍される水;;:ロ pF

4.5水分量に相当する。

⑥最大吸湿度 maximumhYg1'oscopl= 

degree.風乾土が水蒸気でほとんど飽和し

た空気〈関係湿度94%)から吸収すること

のできる蒸気態水分の最大量。 pFS水分

量に相当する。

乾燥土 dried 5oi!. ある条件のもとで乾燥

された土接試料配いい，次のごつがある。

①風乾土 剖r-driedsoi1とは外気と均衡

状態の水分を含む土凪をいい.③炉乾土

oven-dried田ileはlOS.Cの定温で1田寺

附以上炉綻燥した土壌をいう.とれは乾土

ともいわれる。分析には風乾土を用い，分

析値の表示に際しては炉紘土を用いる。な

お，}.l乾されずに自然状態の水分を保って

いる土訟を生土(ナマッチ)fI-esh soil[未

風車E土)，C毘潤土]という。

地カ soilfertility. 土地の作物栽i音に

対する養分と水分との補給jJをいう。地力

維持改善のためには朋排水施設の完備a 客

土ホ，深耕*などの土層改良識および輪作，有

機質肥料の施用など耕地の利用を合理的に

行う必要がある。

腐植 humus 多湿低温で酸素の供給が

不十分な土塩基中で.有機物が徴生物によっ

て分解されるときに生じる黒カ、y色の物質

をいう。とれは腐値酸を含み重要な土慎コ

ロイ ド*の一つで土療の理化学的性質を改

善する。

イオン交換 ioαexchange. これには陽イ

オン交換と除イオシ交換がある。①陽イオ

ン交換 cationexchange とはHヘCa++，

Mg++， KヘNa+.などの陽イォνがコロ

イドにより吸着.置換される こと。 [塩基

置換)@陰イオン変換 anionexchangeと

は H，PO‘-9:/酸イオンがコロイドにより

吸着・置換されること。なお，陽イォ ν
者1:'1免の能力を陽イオン交換容量 cation

exchange capacity eいい mg 当盆

milligram equivalent，m.e. (1 mgの水

素またはこれと化合もしくは置換する他の

イオン盆〉で表わす。 [塩基置換容量)

陽イオン飽和度 cation-saturationdegree. 

H争を合む金書E検性陽イオンに対し，H+を除

く交換性防イォγの百分率。〔塩基飽和度〕

リン厳吸収係数 phosphate-a肱泊rption

coefficient. リン酸養分に対する土 壊の

吸収固定の程度を表わす数字。風乾細土

100g1'の吸収したリン固ま盆をmgt'.単位で表

わす。 開墾地土織は一般にとのl直が高く.

過リ ン酸石灰の日ン酸のように水溶性のも

のはただちに土塩基に吸収され，作物に利用

さjもなくなる。

交換5重度 exchange acidity. 土援の置支度

を表わす請。Jilじカ Hのよ うな中性庖t宮滋

で土燦を処理してその上澄;伎を O.lNカセ

イソーダで中和して求める滴定取度。 ζれ

を表示するものに大工原企酸度がある。

〔置換酸度〕

pH(ピーエッチ;ベーハー)potential of 

hydrogen. 土星誕の水素イオY濃度の対数
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表示.とれを定量するには比色法と電気法

とがある。 pH7の場合を中性. 7未慌を酸

性.7より大をアルカ H散とする。測定に

はガラス電極pH計"IJ;多く用いられる。 イ

ネ， リタトウ，エンパタは般も酸性に強ぐ，

またオオムギ.ホウ レY革.ダイズなどは

最も弱い。
Eh(イーエッチ)oxidation reduction po-

tential. 土岐中の炭亥，笠繁.鉄，マ γ

ガγ，イオウは酸化還元状態の両方の形

で共存している。この中に白金m極を入れ

ると， 還元餓物質は電子を電阪に与え，西宮

化態物質は電子を電憧からとる 作用が起

。， 官亙と土製溶液怖にー定の電位差が現

われる。この電l立差をいう。ふつう畑土廃

で惚0.5-0.7Volt，水聞では0.1-0目3Volt

である。 一般にEhの小さいときは 還元状

態， 大きいときは猷lヒ状態を示す。[酸化

還元電位〕

溶脱 e)uviation.可液検成分など が 土

単iの上層から下層に移動するとと。たとえ

ば.土地改良などにより地下水伎が低下す

れば，水は上から下に向かつて移動する。

とのとき水とー絡に上層の鉄.交換性塩怠

腐随・などが下層に移動し.上l替のpH・l直は
低下し， 土仰は水筒ポドゾル化の傾向をも

つようになる。なお.ifi!見によりできた層

を溶脱層 eluvialhorizonという。

脱蜜 denitrification 硝酸態2監禁が水

同に施用されると，酸素のない条件でよく

生育する脱室蘭によって還元されぬ(窒素

ガス〉にまで変化する。 このN，は水にほ

とんど溶けないため空気中にガスとして逃

げるが， ζのような窒素の損失を脱窒とい

う。硫安の元肥を作土層全体にまぜる全屠

施肥法はとれを防ぐ良い方法である。

乾土効果 関i1-dryingeffect 土製を乾燥

するζとにより得られる効果。湿聞を乾田

化し， 土僚が舵燥するような条件のも とに

おかれると.R耳障物質は真正mJi値酸へと移

行しはじめ，とれと同時に乾燥に弱い土星量

生物は死滅する。乾土効果は土痕lωgrある

いは lkgからでるアγモエア態窒繁の盆

をmgで示す。ζれは土績の喜重頬によって異

壇

な句， 馴よ りも水間のほうが効果が大きい。

乾燥被膜 5Oi) mu)cI1.畑地に知いて風乾状

自草になったI也~尚含いう。 関東平Jtで 2
月末霜柱が発生しにくくなるとろから，強

い北風と温度の低下によ りI也策面が著しく

乾燥するのはその一例。

比 害事 specific heat of 50il. 土居量1gr 

の温度を lOC上昇させるに要する熱量と ，

同霊の水の温度をドC上昇させるに必要

な熱量との比。泥炭土.腐随土などは比熱

が大きい.土繊の種類によるほか合水量曹

によっても!直がちがう。

土犠温度 50il tempera ture. 太陽熱. 地

熱，土狼自体の物.FJI!.化学，生物的な作用

により 呈する:温度。とくに太陽熱の影響が

支配的である。 二i:腹中の需~は伝導や空気，
水分などによって速被されて移動し，地表

付近では.大気への伝滋，放射.水蒸気の

蒸発などにより失われる。

透水度 permeabil ity. 広務には多孔体が

流体を透過させる性質を指していうが.狭

義には多iL休にダル・ンー流を起させたとき

にダルシー式の比例定数の大小で表わされ

る透水位の程度をいう。〔透過性〕

通気性 air permeability. 土E露地E気体を

透通させる性質。有~.Al.'ゲキ量および粒子
の配列により支配され，また土の深さと水

分の増加によって著しく減少する。

土壊硬度 開ilhardness. 土肢の硬軟の程

度をいい，土峻粒子のi重結力に抗して土車車

内部に硬度の大きい材料を定容積め り込ま

せるに要するブJではかる。土塩基は金属など

の材料Il:比べてはなはだ弱いものであ り.

かつ砕けやすいからその測定はおもに現地

のホ場で行われる。このとき多少とも深く，

かな りのサイズをもっ金属片を貫入させた

上でそのときの抵抗と貫入した容僚とを読

みとる必要がある。 山中式硬度計はこの目

的でつくられたものである。

粘弾性 visco-elasticity 土民がす占性と務

性をともにも っている性質。堅い土 は近

似的に偽高弾性 Cハチの巣~造・) と みら
れるが，厳密には給事事性である。定応力で

ヒズミは遅延し (土.ゲル).学減期は11<

3.土

十秒.5Eヒズミで応カは緩和し〈ゲルを骨

絡とするハチの巣院進)，主幹滅朗は数十分

である。土療ベース ト〈グノレ〉はフオーダ

ト体で応力緩和だけ起る。→νオロジー

沈定容積 sedimentationvo)ume 土感

が水により分散され.十分な時間 (通常24
時間〉後Il:上m制的1透明になったときの

沈殿物の比容積。すなわち，Sy=長ζ と

にt Sv:土凪の沈定容積，y:土塩基の水中

で占める体積，W :土擁の1aさ。(沈降体

積〕
土議際濁液 soil suspension ふつう コロ

イドを合む組分散系(均一な相の中に他の

物質が位子状に散乱しているマパラな系〉

撞 ( 51 ) 

をいう。乙れは農業工学の分野では位度・

分析や客土・ などの際に重要であり.物理

的工学的にみて， 低~度ではほとんど降伏
値をもたず.ニュート γ体として働き.さ

らに高温度ではピンガム体と して働く。

ヒステリシス hysteresis. ある系の状態

を示す量の大きさが，そとで与えられる条

件だけでなく，以前に与えられた条件にも

関係する現象。 との現象は.一般に， 界面

をもった状態としての液体や国体を含んだ

系に見られる現象である。土臓の場合.水

分~pF関係，応力ーヒズミ関係に現われ

るものはその一例である。(土場の履歴現

象〕
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4. 開 墾
LAND RECLAMATION 

ととで取扱うのは， 山野在切りひらいて畑地や水出の形を作るせまい意味Iの関

空lHr:関する用語が主である。しかも湖海から農地そ作り出す干拓はllll項目にした

から，開墾に関しては， ζの項によるほか干拓 (p.55)，農地保全 (p.61)，地域

計画 (p.39)目土壌 (p.44)，農地改良 (p.58)などを合せて参照する必要があ

るロ

開墾 landrec1amation目山林，原野な

ど未墾の陸地から水聞大畑大樹閑地*な

どの農地*を作るとと。→干拓，関拓

開拓 reclamation. 山林，原野，湖沼，rW: 
な/:"なひらいて農用地ホをつ〈り，そとに

移住して農業を行い，生活を営むとと。開

墾*が単に出走手段としての農地を作る ζ

とにとどまるのに反し，開拓は入植者の経

済面までも扱う。類語に農地造成 land

reclama tion があるが， ζれは未墾地を

熟地にするまでの土地の変化の過程を妓術

的に草履うととろに量点がおかれており，

開拓の別名ではない。→聞きE
開拓適地 suitab!e area for land recla. 

mation.開拓可能地場のrl'で開妬専に着手

するのにふさわしい土地。土地，c安定した

農業経営の成立見込みがあるとと，その開

拓が国土の総合的利用の目的にかなうこと，

土地保全上支障がないとと，他産業との聞

に土地柄]用上の調整が可能であるととなど

が適地の要件。農林省では農地の場合，気

温，土性*，傾斜，土層.レキの含有量など

~指標にえらんで開拓適地選定の基準を定
めている。

開拓可能地 reclaimableland. 開拓事 し

τ農業生産が経済的に継続される見込みの

ある土地。 ζの見込みは何らかの技術的な

いし経済的基準によって下されるものであ

るから』その事情が変われば見込み面積も

褒わる。わが国のその面積は昭和初年の農

地白書で拡211万haあり， その中すでに着

手したものが106万haあるとしている。

開拓地営農類型 farming pattern of re. 

clai皿edarea 開拓地の立地条件の速い

に応じて作られた営樹、畳織と規模の基準型。

農林省はいくりかの立地条件について作悶，

経営組織田土地利用度，土地利用区分市など

の基準を作り.これを開拓計画の立案に役

立てている。→営農類型

入拡用地 acreage for settlers 開拓地の

土地;!ii漬から増反用地傘や道路，水路，防

風林など公共用敷地の部分を|除いたもの。

もっぱら入植者の用に当てられる土地。

増反用地(ゾウタ γ ョウチ) additional 

acreage for exis ting households. 開

拓地の地積のうちで地元農家の増反用に当

てられる部分。

開畑(カイハタ)land reclaiming to dry 

field 山林，原野などの未墾の陸地から，

普通畑，牧草畑，焼き畑などの畑地を作る

とと。わが国で行いうる基本的関畑方式に

は次の六つが考えられる。①焼き畑開墾$

(山林)， ②火入れ開墾* (原野，伐採跡

地)，③牧草導入による開墾仁原野，伐探

跡地)，④放牧による開墾〈原野，伐採跡

地)，⑤すき込みによる開墾(原野，伐採

跡地)，⑥機械開墾(伐採跡地)。

開国 (カイデγ) land reclaiming to 

paddy field 山林 ・原型?など未懇の陸地

をひらいて水田*を作る とと。水回以外の

土地を水田にするととをいう場合もある白

水田では畑キの場合ほど土のもつ意義は大

4 開

きくないので，地力*の維持楢進に関連し

た開墾方式の種類は考えられていない。用

排水施設の問題が最も重要。開国の際の土

工としては，表土扱いへ アゼの築設，地

盤の切盛り，床締め汽 客土‘などがあげ

られる。

焼き畑開墾(ヤキハタカイコン) land clea-

ring hy burning.数種類ある基本的な開

畑方式の一つ白伐木*~j.IJtb.1t、幸一火入れ*

」無耕起無肥料裁培〈数年)~林地へ戻す，
という方式のもので，ソパ，ヒエ，アワなど

をばらまきし地力*が低下すると林地に戻

す。自然の地力回復を待ち再び焼き畑にl_.，

とれをくり返す。山奥の一部に行われてい

る原始的農耕法。焼き畑のととを切替え畑

ともいう。

火λれ開墾 land reclamation by firing. 

数種類ある基本的関畑方式の一つ。刈払い

本」火入れヰ J無耕起無ß~司栽培(l ~2

年)~本開墾〈抜根* 荒起し*)という

方式のもの。焼き畑開墾*が火入れをした

のち数年間無肥料栽培を行u、再び林地に戻

す略奪農法であるのに対し，これは原野，

伐際跡地に火入れしたあとを永続的な農地

として利用する。原野の開墾に現在も広く

行われている方式。

山ナリ開墾 landreclamation in natural 

slope守 土地を在来の傾斜のまま開墾する

とと。ひらかれた畑は自然傾斜畑と呼ばれ

る@傾斜がある限度を越すk土壊侵食燃が

ひどくなり，また農作業もやりにくくなる

から階段主*を施し段畑*にする必要があ

る。 農林省の開拓適地キ基準によれば150

がとの限界である。→段畑

簡易関墾 easymethod of land clearing. 

時間や労力が足りないときなどに行われる

手ぬき開墾のととc たとえば入力荒起し事

fZ222¥Z22Ji z物ゑμ7吻上
l← - 80-1凹"---斗

墾 ( 53) 

におけるウネ立て半起しの主うなもので，

この方法では耕起する面積が全体の半分な

ので労力が全面耕起の場合の1/2ないし1/3
ですむ。

草地開発(ソウチカイハツ) grassland 

development.新らしく牧草地を造成する

とと。①開墾求によ って個別経営の補足的

な奴草地集約牧野をつくる，②開墾によっ

て予托放牧用の集約牧野をつくる，③開墾

地によって放牧用の個人集約牧野をつくる目

④家畜放牧と牧草種マキによって野草放牧

の牧野化をはかる，⑤新規の畜産経営とし

ての集約牧野をつくる，などの諸方式があ

る。 また草地専を造成したあとその生産力

を高めるために行う作業を草地改良(ソウ

チカイリ aウ)grassland improvement 

t呼んでいるα

刈払い bush clearing 原野または伐保跡

地を開墾卒する場合，荒起し禅ができるよう

にカ Yホ』雑草の類を清掃する作業。木カ

マ，ナタ， /コギリ，モーアヘプフッシ孟

ブレーカープヲウ，殺草剤などが状況に応

じて使用される。刈払いの著しく困難な場

合は火を入れて焼き払う。→火入れ

火入れ(ヒイレ)firing. 山林，原野を開墾帯

する場合，山林を伐探し下草やカン木を刈

払ったあと，乾燥を待ってそれらを焼く作

業。火入れは開墾や除草の労カを節減し，

有機物を焼いてリン酸，カリを急速に可給

態にするととも，C，土の不溶性成分を加熱

によって可洛匙に変え肥料分を有効化する

が，反而ζれによって有機質ととれに含ま

れる窒素分とを大量に消耗してしまう。

伐木 cutting 立木を伐採する こと。山

林を開墾噂する場合，最初にしなければなら

ない作業。直径 5cm以上のものが対象で，

7 cm以下ならばナタを，それ以上ならば

ノコギ九自動ノコギリの使用が能率的。

プノレドーザー*を使うと抜級事も同時に行わ

れる。

抜根(パッコン) stumping; uprooting. 

伐採跡地を開墾キする場合，耕うんその他

の農作業の邪魔をなくすために根株を除去

する作業。開墾諸作業の中で最も労力を要



( 54 ) 4.関

するもの。人カ抜根.畜カ抜根.動力抜狼ぺ

火薬抜根ぺ 焼却も量級，腐朽抜根などの方

法があるが，現在では主としてフツレドーザ

ー・ゃνーキドーザー*などの動力が使わ

れる。

火薬後摂 stumpingby explosiv回 爆

薬を根株ーの下に滋てんして爆発させ抜根・

する方弘爆発によ って根株のまわりの直

線や太い側根を妓断しておいたあと入力で

抱起す。抜根労力が節減されるとと，大き

な根株にも~用できるとと . 地l~の関係で
抜根機*やレ戸キドーザーホなどの使えな

い場所でも行えるととなどがζの抜根法の

特色である。

動力抜根 stumping by pulling machine 

or bulldozer発動俊，電動機などの動力

を用いてする抜根*をいう。 ζれらには①

入力ですえた抜線機専を動力で巻上げる，

②綴株にとりつけたワイヤをトラグタ戸で

引張る，⑥ブルドーザーか またはレーキドー

ーザー・で押lll:くなど各種の方法がある.

レキ度 gravel content. 土鎖中にレキが

含まれている度合.農林省の土m生産力可

能性等級では.土居断面中のレキの面積割

合で表示し.畑地袋土で 0~5~揺は I級.
5-109れまE級としている。また関町通地・

選定基準では，除レキeに要するha当りの

歩掛り で表示している。たとえば，レキな

しすなわち 0人を 1級 νキ度， 100人以下

を2級レキ度としている。

皇

除レキ removal of gravel. 土層改普工

の一種。耕土の中の紛うんの羽目Eになる転

石や4沼 を取除く作業。転石程度のものは

レーキドーザ_*を使ってかき出せばよい

が，小石程度のものは入力で繍去すること

が必要でやっかいな工積である.

荒起し〈アヲオコシ) first plowing. 表土

を耕起反転して地表函の雑草を地中に伏せ

ζみ作物の生育に適する状態を作り出す作

業。いろいろな開墾作業のうちで最も本質

的なもの。入力によるもの〈二段起し ・平

打ち起し ・ウネ立て半起しなど〉畜力によ

るもの，機械カによるもの (/J型ト ラグタ

ーによるもの， トラグタ ーのケン引するプ

ラウ市による もの，プノレド{ザー噂または

レーキドーザ戸*によるもの〉に分かれる。

フラウには土の反転がとくに十分行われる

ようにハツ(調査〉土板の羽板を長〈作った新

墾プラウ breaker;bottom plowがもっ

ぱら使用される。

シワヨセ shiwayose.プル ドF ザー・を用い

て段畑$を造成する際に行われる土工の一

種。心土の出ている切取り部の透水位をよ

くするため，その部分で 1-2m前進， 2 

-4m後退をくり返し，緋土板またはレー

キで表面を鑓起したり.埋戻したりしなが

ら後退してゆ〈工法.ζの施工によって雨

水の浸透がよくな り，造成後の斜面崩壊が

防げるという.

( 55 ) 

5.干 拓
RECLAMATION IN WATER AREA 

千拓は海面干拓と湖沼干拓に大別されるが，日本では前者の方が多いので，主

としてその関連用語を取級った。すなわち干拓堤防の計画， 設計の悲本~繋とな
る潮セキ，潮流関係の用語を比較的多く採用した。なお波などの水理的現象につ

いては水理 (p.129)でとりまとめ. また地域計画 (p.39)，土壌 (p.44)，.地改

良 (p.58)にそれぞれの関連用語を記した。

干拓 rec1amationin water area水而，

低湿地などを締切り，排水して新たに陸地

をつく るこ と。海面干妬.，湖沼干拓事，河

岸干拓などがある。

千 陸 〈カンリt') land draining.水両を

ほし上げて陸地とすること。

埋立て reclamation by filling.up 水而

に土砂を速ぴ入れ地盤Zを高めて新たに陸地

をつくるζと。干拓$と択ーなる。

海面干拓 自abottom reclamation.湾岸

の子ガ9・または海函をt是F方で締切り，内

水を千柳欄陣門を通して排水するか， あ

るいは湖水ポンプにより討敵して，陵地と

するζと.

湖沼干拓 (コシ ーウカンタタ) lake bottom 

or marsh bottom reclamation. 湖面.

1湖岸または沼地を堤防でかこみ，内水を排

水ポジプにより排除して陵地とすると と。

流域からの重軽水を地区外に鴻くため堤防外

に承水路*， i控水池・などを設ける。

単式干拓 rec1amation by single dike 

system.海面干拓事において直妓海に向か

つて築士是し，内部を干拓・する方式。 従来

わが国で行われてきた干拓は，ほとんど乙

の方式である。→後式干拓

複式千妬 reclamation by double dike 

system. 湾口をまず堤防 (enclosing

d血n)で締切って人造湖をつく り， そのな

かに内堤(polderdike)をめぐらして干拓・

する方式。 水jg!，司自主主の大きい海湾におい

て大商関の干拓を行う場合の方式。 ー+単式

干拓

干拓堤防 reclamation dike.干拓備するた

めに築造される堤防。糊受け漠防へ締切

り堤防，内堤などがある。

潮受け堤防〈シオウケテイボウ) sea dike 

海から干拓地をまもるために築造される堤

防。海水の浸透， 台風持の目前世間~. 波の破

媛力にたえる構造が必要である。〔防潮堤〕

波返し parapet (wall).越波を防ぐために

干拓榔>h'*，海岸堤防上11:殻ける似たな

おこのほか， 一般の堤防上に設ける胸墜を

広くパラベマ トparapetという。

潮止め final cJosure.海面干拓・において

築堤工事の終りに，縫防開放口を締切り淘

水を完全にしゃ断するとと。〔最終締切り〕

除塩田1t excl usion. 干E幸専のはじめ.

干拓地の土展中に含まれる塩分を水で泊l隠
し，暗キョホ，排水路'などで除〈 ζと。

潮遊び〈シオアソピ) retarding basin 堤

防，地盤などを返して干拓地に浸透する溢

水や内水を干潮時， 排水門から捌除するた

め一時地区内に貯留するための遊水池九

塩抜き水路 channel for salt extraction 

干拓地の除塩患のために設けられる水路で

排水路孝を兼ねる。→除届Z
淡水化 l'eplacement ot sea water by 

fr田hwater.湾あるいは海岸を締切って

貯水池とし，内部の海水を流域からの淡水

て協合し，うすめて池外に放出し，次第に
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淡水にするζと.

潮セキ〈チョウセキ) tide. 海面のゆるやか

な周集約号昇降(周期数分以上)。 潮セキ表

tide tableが浪上保安庁から毎年発行さ

れ.t軍司直ttの千Il/.i.潮高と柳寺.潮流eの

予報などがかかげてある。→天文糊.気象

潮

潮 位〈チ=ウイ) 5帥 level.検潮所の基

本水準面 D.L から測った海面の高さ。

潮位表 tidetableが気象庁から毎年発行

され，所属検湖所の毎日の満干潮位および

瓶時の予報. 糊セキ$の累年観測記録，湘

セキ定数などがかかげてある。

潮位幽線 tide curve; marigram ; 
mareogram. 自官官~;制器事で潮位専の時間

的変化を記録した曲線。績紬に時:百，縦紬

に潮位で表わす。〔湖候曲線〕

自記験潮器 automatic tide gage; self. 
registeri ng tide gage 潮位事を記録する

機憾。潮位によって昇除するフ ロートとベ

ンが連動し，記録紙をまく ドラムと時計が

連動するようになっていて.紙上の横輸に

時閉.t買舶に潮位が配録される。

実文潮(テンモγチョウ) astronomical 

tide.海而にき|カを作用させる大陰〈月).

太陽の運動によっておこる海面の周期制昇

降。

分鴻(プYチ g ウ) comconent tide. 潮

セキ・は一定周期および一定i細差をもっ規

則正しい多くの仮想天体に基づく湖に分け

るととができ，とれを潮セキの調和分解と

いい， その各々 を分間という。、

満潮tマシチaウ) high tide: 潮セキ事

の現象で，海面が最商となったと きをいう

[高潮(コウチ.ウ))。 反対に最低となった

ときを干潮 〈カンチョウ)low tide とい

う〔低潮(テイチョ ウ))。ふつう 1目に2

困の満潮と子首相があるが. 1回の場所もあ

る。
上げ潮 flood tide. 干潮$から満潮*までを

いう.また満潮から干潮までを下げ潮 ebb

という。

4事 潮〈テイチ gウ) stand 01 tide.満潮e

および干潮$のとき， 海面の昇降がとまっ

拓

た状態。

潮差〈チョウサ) tidal range. 相っく.崩

湖面と干湖面の高さの差。

大潮〈オオシオ) spring tide.朔(サタ)

〈月齢 0 日〕おIび~(ポウ) (月齢14日

どろ〉の後1日ないし3日におとるi朝差e

が最大の潮。

小 瀬(コシオ) neap tide 上弦 (月齢7

日どろ)および下弦(月餓22日ごろ〉の後

1日ないし3日におこる糊差*iJ;最小の潮。

日潮不等(ニッチaウフ トウ〕・diurnal

inequality. 午前と午後の尚潮¥ 干潮*

のi喝さ.およびJ時閣のちがい。

平均海面 mean sea-leve1. <f>る期間(た

とえば1A. 1月あるいは l年など〉の海

面の平均の高さに相当する水面。

気象潮(キシ 姐ウチョウ) meteorological 
tide.気象の変化に伴っておζる海面の昇

降。気圧の低下によ る海聞の上昇.風によ

る海水の吹きょせ.1湾内で気圧や風の急変

によっておとるセイシュ・などがある。

津波(ツナミ) tsunClmi; hydraulic bore. 

梅底または海岸における急激な地形変動

〈地震〉 のためお乙る法で，ふつう周期数

分ないし 1. 21時閣の〈池震津波〉波であ

る。また低気庄の通過によ っておとる異常

な海面上昇を風浄波とよぶζとがある。

高 潮(タカシオ)high tide; storm surge 

台風によ って潮位*が異常に上昇する現象。

一般に気圧低下による海水の 吸上げと，

風の吹きょせによる潟水の滞積などが同

時におこ ったもので風津j皮ともいう。→津

波

セイ ‘ンュ seiche. 湖水や入口のせまい海

湾などで内部の水が外力の変化によ ってお

ζす一定周期の自己板'tlJ。
副握動 secondary undulation.海水が自

由に流出入できる尚において. 潮セキ大

進行性低気圧， 津波・などの来襲により海

面に卓越しておζる振動。

潮流 tidalcurrent 潮セキ・現象に基

づく水面の昇降によ って生ずる海水の流れ.

せまい海量生の両側で満〈干〉潮・の時聞が

→tしないとき， あるいは両側で潮差・が

5. 午

異なるとき早い誠脱走を生ずる。

i合岸流 littoral current; longshore 

current 砕波帯の内側において波作用に

より生ずる海水の移動で，海岸に平行な流

n. 
:塩浜流(カイヒンりュウ) nearshore cur-
rent 波の作用によ って海浜に生ずる流れ。

海水を伸被帯を通して波の伝わる方向に運

ぶ流れ(向岸流.).集中経路にそって海の

方へもどる流れ(離j手流勺などがある。

離岸;荒(リガ!/~ ュウ) off-shore current. 

砕波帯の内側から，集中経路にそうて海の

方へもどる流れ。波の収束帯と発散帯干の閣

の点で発生するのがふつうである。

吹送流(スイソウ~ '"ウ) drift current; 

wind current.海上で風が吹くと海面と

のj事擦のために海面付近の氷が移動する現

象。海面でもっとも大きく.海面からflく
なるほど小さくなり. ふつう200m ぐらい

の深さではほとんどない。

傾斜流 slope current. 風.気圧，河JIIの
流入なと・によって生ずる海面傾斜のために

お乙るt財 、

干11タ(潟) tidalland 満潮匂寺には海底に
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なり， 干潮宇時にはE審問する土地。 i朝差等が
大きく. 自主コウl!ii!のゆるやかな海岸に多

し、。
デルタ delta. 河口または河JlIのなかほど

に発達する土砂の滞積地帯。 その周辺に築

堤し.高水時の水をしゃ断するζとによっ

て内部の土地を利用することができる。〔三

角州〕
ミオ筋(ミオスジ) gut.平ガタへ 河口付

近などに背後地からの流水を潟面まで導く

ためにできる深い水筋。排水路ならびに航

路となる〔江湖 (エゴ))。また河川の流心*

をいうこともある。

底質(テイシツ) bed materials 海洋，

湖沼，河川などの水底を構成している物質。

水底には水におおわれた後に枕繍した滞積

物.水底の韮盤をつく る岩石，陸上から水

底に押しだされた鴻岩，泥流などがある。

沿岸砂州(エジガYサス) off'5hore bar. 
イソi皮帯 (5urtzone)の外側の区域 (off-

shore) Ir.発達する砂州。波，水深および

砂の特性の条件が整うととの区域での金

輸送盆が岸向きとなる。コウ配上のある点

でこの輸送がとま り砂が滞積したもの。
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6.農地改良
FARM LAND IMPROVEMENT 

主 として水聞における狭義の土地改良に関連する用請を取吸った。 したがって

土痩侵食に関する用務は轟地保全(p.61)に.農道に関する用語は袋業晦段(p.64)

に含め，そのほか開盤 (p.52)，干拓 (p.55)，排水 (p.90)に直接関係ある用語

はそれぞれの項に含めた。

乾回 (カ γデン)well.drained paddy 

field.非力γガイj切に地下水位が回面より

かなり 下にあ り，作土の t農水分が畑 と同

じ程度になる水問。多収の可能性を備える

一方.地力1向車紛甘な性絡をもっているから.

地力の鳩養に注意を~する。また浸透抑制
のため床締め$などが必要である。

湿 図(シツデ:/)ilI-drained paddy field. 

非力γガイ鯛に地下水位が岡 両 よ りあま

り下がらず. 作土が水で飽和し裏作のでき

ないような水問。上也カ蓄績的であるが， 地

力のコ γ トロールが困難であってタイ肥な

ど有線物の分解が悪く浸透に主る酸素の供

給がないために線の発育が不良になる。労

働生産性もまた一般 に低い。

半湿田 imperfectly drained paddy field. 

土駿断面裂から見て乾回・と湿同事の中聞に

あり， 高ウネにすれば裏作ができるような

水回。ふつう冬拳の地下水伎が地表下 0.5

-1mのものを指す。

タン水田 ponding paddy field. 水稲の

主主育期間中，最高分ケツJ!Jlの中干し吋'H週
間を除いて，粉j熟期の終りに1!i水するまで

水を保つ水問。

温水田 (ロウスイデγ) leaking paddy 

field. 洪積台地や砂質地などで漏 水の多

い水問。しばしば秩搭ち・の傾向をもっ.

対策として，J也~漏水には客土*床絡め'
を行い，またペγ ト ナイトO.5~ 1 t/10a 

を床締め尽に混入するのも効果がある。ヶ

イハン漏水にはアゼ会りを行い.またはピ

エールシート を5iる。

ピ=-))..水田 paddy field with undedy・

ing plastic sheet. 火山灰地，砂νキ地，

砂丘地などでビニールシートを深さ50cm

程度に設置した水岡本。ピエ{ノレシー トは厚

さ0.05mm，幅180cmの農用機準品が使わ

れる。 継ぎ目は 5cmほど重ね. その上に

泥状の粘土を置き漏水を防ぐ。扱ぐされ防

止のためにタイ肥の絡用をしないのがふつ

うである。

老朽化水田 dεgradedferr<KIeficient pad. 

dy field 鉄やマYヵi:/その他有効庖類の

i寄脱がはげしく.赤味のみえる鉄の集積層

をもっ心土の下に，紫色を した守ンガγの

集績がみられる水図。ととゼは水稲の根に

直t妾硫化，7t::'告の客を受け秩落ち*現象を呈

するので.容を和らげる鉄分の補給のため

に粘土合景の多い山の赤土を客入するのが

よu、。
湿 地 marsh;swamp目俳水不良で湿地位

植物の生育する土t弘主と して草生の湿地

をmarsh，立木を合む湿地を swampとい

っている。

土壌改良 soil amendment.土嬢の物瑚旬

性質を改善し生産性を高めるために耕地の

作土*に容土を行ったり， ? 1) 9ウムなど

の土佐改良AlI田 ilconditionerを添加す

るとと。一殻にくり返して耕起かく乱され

る土居に行われる。

土層改良 subsoil improvement.作土以

深の土居の理化兵学的性貨を改良するζとを
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いい，床絡めへ然抜き，除レキヘ 心土耕，

良府耕ヘ 天地返しへ作土以深の客土eな

どがある.

地目変換 conversion of land category. 

地目を変えるとと。主として畑を水聞に変

える ζとをいい，産米I特産のため大正8年

に開豊臣助成法が制定され，それ以降同訟の

対象事業の一つである。同法には己のほか

に悶霊場，干拓矢組立て*がある。

区画整理 land readjustment. ①一般には

土地の区西を整理すること。②ζζでは，

合理的な農地区画の再形成をいい，用水の

権保，用排水路なと'の盤f帽を行い，合わせて

拠地の集団化を計り，近代的農法に適応ず

るよう基盤を箆備することをいう。 土地改

良法専制定以前は耕地主主理 readiustment

of arable landといっていた。 [ホ場整備〕

耕地区画 field lot.周辺を農道噂，防風林.

附排水路，固定ケイハンなどによって固ま

れた耕地の区置。

標準区画 standard farmland block.区画

整理事の地区の剰芭i役割ーの場合，その大き

さと形のt車場となる区画。 i貰接関係するも

のに地形および道路.水路の規模があり，

間際的には経営而積.耕地の分散状態など

の社会的支ー図がある。

ケイハン bol'der.耕地の周縁に設け，耕地

慌の境界として区間の形状を示し，水田で

はFン水市を保ちiiU'Iiにもなる。畑では 作

土の伝食を防止する場合にも!9:ける。 簡単

なものには仮ケイハン，ピニーノレケイハソ

固定的なものにはコシグ リー トケイハシ，

プロクグケイハンなどがある。〔アゼ〕

コウハン 〈百年四半)ditch'side bord町.耕地と

オ路との境界に紋け，水路肩および斜面の

紙持をするケ イハン九 水路の一部で あ

勺て水路聞に 合まれ，公有地である。 一

般に.タ ン水面の維持を主とするケイハシ

より大きいl断面を持ち水路側の傾斜がゆる

やかである。

ウ ヰ l'idge 畑作栽熔の場合に耕作造成

するもので，地損の上昇を期待しj緋土およ

び肥料の流亡を防ぎ.裁結管理を容易にす

るのが目的である.ふつう等荷ウネである

が豪雨他方では斜めウネか上下ウネにする目

ウネ附の泳三盆水を受けるために電光型のミ

ゾからなる ヨケ yokeを訟けるととがあ

る。

マクラ地 butt.紛うん作業の場合に緋起終

端でプヲウを一度地表に引上げて紛起しな

いで回行する耕地の部分をいう。

盤事事り〈パンネリ ) batmeri; SubSOll pud. 

dling.7Jc回の水締め工法のー箇。水仰の11
土を除いて心土面を 6-)OC'm耕起し， 注

水しながらλキ， ?ワなどで水線。を行い

大きなキ裂を生じないうちに表土を庚す。

〔際練 り〕

床締め (トコジメ) suι叩 il compacting 

透*1生のi商い火山灰質土や砂質土の水凶地

盤の透水1舎を下げて用水節約と水温，地温

の上昇による治収を官十るために行う改良法

であって，回国からjj[j芸術iめる 表土締め

(直締め)groundsillingof surface so;1 

と.*11.土をーたんはねて心土加をt高める心

土締め (表土ハネ)groundsilJingof sub-

回 ilがある。

主持盤(コウパγ)plow釦 le.15捕やE巨鎗の

結圧と，土S由膨質物の沈械によ って耕地の

地表下 L(ト 20cmの撲さにできるがたい土

居。作物恨の生育を害したり土l膏の透水性

を低下させる。女将匠としては~í'l圧を少なく
する乙と，心土務事および世E耕専を行うと主

である。[リ(恕)底盤)(スキ〈鋤〉床〕

表土取除き法〈ヒョウ ド卜 り/ゾキホウ)sur.

face 50il removing method. 扇状地の

浅耕地帯や表土と心土の地カ差の大きい地

帯における水II¥や畑の機械による盤地帯の

一つ。あらかじめ表土を京除いて心土を切

盛り整地し， そのあとに表土を戻す工法。

なお，はぎとった表土を隣りの同の心土を

均平牢にしたところに運び順次前の区闘の

表ゴこにしていく送り表土方式がある。(表

土扱い)(耕土ハヰ〕

盤地 landgrading.農地整備や区画整

王里$の場合に*l同包として支降のないように

切盛りを行うこと。地形コウAtによって土

工 費が規定される。畑ではIfJH威化食業のた

めにコウ配8・(1/7)よりゆるやかにし侵食
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防止のためのテラス'などを考えなければ| 作土用とをプルドーザー.泥沼耕プラウ.

ならない。水田は土地条件によっては表土 | νーキドーザーなどを鈍って混合し新しb‘
取除き法・で行う。 I 作土を作るととをいう。

均平(キγベイ)land leveling.水聞の? I易務性〈イコウセイ)tilth. 土峻条件の差に

ν氷自震を一様にl保つために岡両を平らにな | よって生ずる鋭うんの難易をいい，鍋物根

らすζとて嚇うん砕土のあとに行う。区画 | の多少や粘土含有盆および土腹水分の多少

整理*l事業においてもラシ ドプレーナー事な | によって左右される。客土傘や排水による

どで行、われる。 I 土接の改良または作業機種の適正な選定が

天地返し (テンチガエシ)plowing to re. ， 必要である。

place surface 50;1 with subsoil.下層に |走行能(ソウコウノウ)trafficabil;ty.車両

あるロームなどの良好土胞と砂レキ層など | の走行の可能性を表わす言葉であって，農

からなる表l寝不良土胞とをプノレドーザーな | 作業の場合には機械条件〈重量，形式， 足

どを使って反転置燥するととをいい，土層| 団的，作業条件(作業別，速度)，土屋E条
改良事の一つである。 I 件(支持カまたは地耐力)，技術条件(述転

深 耕(シYコウ)deep tillage. 作土の保 l 手の索後暗度)によって呉なる。

水力，通気性などの班化学的性質を改善し i 乾固化 reformation int刀 well.drained

作物根群域をt回大するためにi鰍プ予ウな ， p吋 dyfield. 湿田*または半湿田を乾

どによって行う反転耕をいう。[深土耕J ， 叫さ にするとと。地下水位を低下ぶせるζ

心土破砕〈シン ドハサイ)5ubs町i1 break.土 ! とによって湿1:1.1状恕のとき集積した*熟易

接の水分や通気性などの瑳化学的性質を改 | 分解性有軽量物が分解される乾土効果*およ

普するために袋土下40-切cmの深さの土| び温暖な地表水の浸透促進による溢度上昇

癒切闘を行う ζと.心土ブラウやパンプレ | 効果 temperaturerおinge丘町tなどが

戸カー句;f吏われる。， 期待される。

心土緋 5ubsoil plo内iVing.土足の王理学性を |客 土 (キャク ド)ωildressing.老朽化水

改普するために堅い不透涼性の下庖土を破 | 田事や秩落ちe聞において赤土や砂などを他

綾する紛作方法。土用の透水性や吸水性が ! から運び入れ.作物の生育隊容を除き地力

よくなるので.水食防止の手段としても使 | のI慢強を昔!るために行う土性改善法。土

われる. I のtt:入訟によって涜水客土 田ildre5sing 

混罵務(コンソウコウ) soi1-layer.mixing I by warping，ポγブ客土〈送泥客土)， 微

tillage.耕地における土肢の三相事の変化 | 入客土(軌i亙各土〕がある.下用土を反転寄

からみた土佐の均一1じ 保水力および通気| 土する場合もある。

性のi!ll習を行うために下層の優良 土壊 と

~ 61 ) 

7.農地保 全一一 一一
FARM LAND CONSERV ATION 

民地保全の本来の意i!1<は，農地の維持管理をも合むものであるが.わが国では

主として畿地災害の対策として取上げられた而が多いので，ζこに収録した用鷲

もおのずからその知聞に限られた。

農地災害 disaster01 farm land. ①農地

〈農地崎設をふくむ〉が(1)侵食，滞績，期

l哀など，(2勝灰，海水，鉱毒水，工場防水

など，(3)地帯主の隣組， 陥没などの原因によ

ってその機能を演失し，または低下すると

と。②良和k産業施政災嘗復旧事業費国庫

締助の暫定措置に関する法律(通総瞥定法〉

では，農業関係の災害を大別して.農地災

害と操業用施設災害に分けている。後者に

はカンガイ排水施股，農道傘， Z基地牟また
は農作物の災嘗を防止するため必要な施設

を含んでいる。

飛砂 (ヒサ) wind-drift; wind-blown 

回nd.風によって砂が飛ぶこと，または飛

んだ砂。風速がだんだんと憎してある値に

逮すると砂が地表をころがって移動し始め，

さらに風速が鳩すと地上に舞い上がる。}

般に砂浜海岸に起り.砂丘を形成する。飛

砂量は風速，土星誕而の~t察速度， 大気の乾
湿，微i也形，土地の広がり，土性大 士湿，

値生などに支配される。

山クズレ land 5lide; land slip.山の斜而

を構成する物質(天然の岩石，土屋弘人工

の補償など〉が下方および外方へかな り急

激に移動する現象。との移動には崩落，1骨

諮.流動の3形怨がある。一般に地表から

数回以内の表層部に起るものをいい， ~也ス
ペリ牟よりは小規模のものである。

土石流〈ドセキリ ュウ)mud !low. 流水中

に多量の土砂が混合して一種の流体として

運動する場合の土砂の移動現象をいう。豪

雨に伴って生じ，非常に大きい運動量をも

っているために，直進性があって，流下す

る途中の渓岸やì~床を侵食し， 著しい災害
を発生させる。

地スベリ land slide. 山腹または斜商を

構成する土地の一部が.平衡状態を破って

下方または外方へ徐々 に， しかも持続的に

滑動する現象をいう。わが国では第三紀宮.

破砕桔;*および温泉地帯などのいわゆる池

スベリ粘土地帯によくみられる。移動腐の

厚きは一般に数m以上あり.団地の面積も

山?ズv*よりはるかに広い。

土婆侵食 回ilerosion. 土騒が何らかの~

カによってはく厳し亡失し去る現象。降雨.

融雪，風などの自然的営カのみが働き風化

生成と均衡を保つものを正常侵食 normaJ

erosion.自然的営カに人聞の自然破峻〈過

放牧，過伐などの誤まった土地利用や山火

事など〉が加わって現象が加速度的にすす

むものを加速侵食 acceleratederosion 

という。土壌侵食はまたその起閃によって

水食 watererosionと風食 winuerosion 

主に分かれる。水食はその傑相によって面

状侵食，制流侵食， ガリ侵食 gullyero. 

slonなどの種類に分れるほか，場所的に水

ミチ侵食，路面侵食.谷頭〈タニガシラ)

侵食などにも分けられる。風食には飛散と

滞積の区別がある。

雨滴侵怠 raindrop erosion. 除雨の初!関

に雨t衡のもつ運動エネルギーによって土粒

子をハネ上げ，それによって亡失が行われ

る侵食の特殊形態。 1944年にエリソン (E.

D. Elli田n)が.との侵食形態を指備する
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までは，水食はもっぱら地表流去水の洗掘

によゐものと考えられていた。

士壌流亡 soi1 10ss 土壊侵食本によって土

壊が流亡すること。〔土壌水食〕

傾斜地帯 slopedland目「般に土地傾斜の

ある地帯のこ正をいうが，わが国では傾斜

度が50以上の場合を指すのがふつうである。

そのうち15。以上のものはとくに急傾斜地

帯という。 I百和27年5月にできた急傾斜地

帯農業振興巴甲寺措置法キのなかでは急傾斜

地帯を「士一地の傾斜度15
0
以上， 土慶流亡

率25.9百以上または士嬢流亡速度年平均3m

m(厚さ)以上の急傾斜農地面積が全農地

面積に対して都道府県を対象とする場合は

30%以上，市町村の場合509百以上ある地域

で，関係急傾斜農地雨被が20haιιtの地

区Jと定義しているc

特殊土壊地帯 specia1 soil area目 昭和27

年4月にできた特殊土星基地，片手災害防除及び

様興臨時桔置it舟の適用の対象となる地帯

をいう官庁語。「シラスてポヲ，コラおよ

びアカホヤなどの地帯で，特K.指定された

地帯」と定義された。

ンラス shirasu. 主として陥没火山淵の周

辺部に滞積した酸性ガラス質かつ軒石賀の

火山性土。かなり厚い層をなし，ふつう台

地を形成する。南九州の鹿児島情周辺部の

ものがその代表例。灰白色で粘土分が少な

く士性本は砂質土または砂質ローム。水食

に対してきわめて弱く，さらに粒子の比重

が小さいために大規模のガリを形成しやす
し、。

耐食性土壌 nonerosive soi1 水食キをう

けにくい土壌。 ζの抵抗性の指標にはミド

ルト γ(Middleton)の分散率，プユーコ

ス (Bouyoucos)の粘土率， ベ シネット

(Bennett)のケイパγ鉄比などがあるが，

水食を支配するこヒ屡因子はとれのみではな

いので，との指標のみから耐食の程度を推

測することは無理である白

限界侵禽期 critical erosion period5. 一

年中で特に土原の流亡の激しい期間のとと

をいう。

土壌保全 50i1 conserviltion. 士軍基侵食申

の危険に対して農地帯，林地などを守り，

士地の段能が減退，低下するのを阻止する

とと。アメリカなどでは以前から大きな問

題であったが，日本でも最近開墾*や畑地

方γガイ本の発展とともに，大きな問題にな

りつつある。

被覆作物 cover crop目多年生牧草などの

ように降雨をしゃ断し，雨滴侵食旬、ら耕

地を守る効果をもっ作物をいう。果樹困，

間作作付地帯，帯状作付地帯目傾斜地など

の士壊侵食キの防止手段として効果が高

u、。
水食防止工法 water erosiol1 cOl1trol 等

高線帯状栽培，ウネ問問作，敷草などの農

法的な手段に対して， もっぱら土木的手段

により水食事剖坊止する工法をいう。置接

的なものでは，土居改普工，吸水ウネ工』

承水路*の排水路工，沈殿池工階段加工な

どがあり，閣接的なものでは.農道工，索

道工， 畑地カンガ「イヱなどがある。ただ

し， ，支1tf!.*がいったんガリ侵食'に胃きれた

場合には，その進行を阻止し，これを安定

に導〈ための水食阻止工法が別に必要にな

る。

草生水路(ソウセイスイロ) vegeta ted ch. 

anneL 潤辺fC植生を施した水路のとと。

等高線に沿って浅いV字形のミゾを作り，

とこにも脳函土同じに作物を作付して，流

出した土爆を捕える。流速をあまり速〈す

るととは計されず，また粗度係数切Z草の生

育状態によって違うので，その断面決定は

ふつうの水路よりも取扱いがやや面倒であ

る。

テラス承水路 terrace channel町傾斜地帯ι

の土壌水食*を防止するため等高線に沿っ

て水路を設け，上部耕地からの流出水を捕

える水路〔テラス水路〕。との水は斜面の

方向に設けられたテラス排水路 terrace-

outlet channelに集められて河)11へ排水

される。

階段急流工 drop check chute， テラス排

水路キの底面を右張りまたはコシグリート事

で階段状としたもの。 通路兼用として設計

される場合もあるe

7.E基地保全 ( 63 ) 

土砂ダメ sedimentation tank目士砂の流

下を防ぐための水ソウ。テラス;京水路て

テラスIJI水路て道路，側コウホなどに設け

られる。急傾斜地帯の水田では土砂の流入

を防ぐためにこれを水口勺ζ設けていると

とろもある。

段畑 benchterrace 斜而を人工的に階

段状につくった畑の乙色。斜面長を短く区

分し，ガリの発生を防止するとともに，傾

斜地における耕うん作業を容易にするため

古くから用いられている。水平段畑，傾斜

段畑，逆傾斜段畑の3種類がある。これに

対し山なりの畑のととを自然傾斜羽 slop.

ed farm landという。

緑化工法 replantingmethod. 山腹砂防

または切限り斜面の土壌侵食キ防止の一方

法で，シパまたは牧草を繁茂させて植生被

覆をつくる工法をいうロ種子吹付け工また

は植生盤などがある。→斜而保護

斜面保護 slope protection段畑ホなどの侵

食をうけやすい斜面を石積み，草生(牧草

または雑草〉などで保護するこ主をいう。

防災林 disaster prevention foresL災害

の起るのを防止するために育成した林をい

い，防風林，防雪林，防潮林，防霧林など

がある。

砂丘 sanddune; 5and hilL 砂粒が?皮

または風によ って運搬滞積されてできたE。

風食キをうけやすし砂質であるため肥料

分が少なく，水が{与にくいので，開拓の進

肢がおくれている。形成場所により内陸砂

丘と海岸砂丘，移動性の有無により移動砂

丘と固定砂丘f(分ける。わが国では日本海

沿岸に多く存在し，鳥踊歩丘は日本最大の

ものである。

静砂ガキ sand controJ hedge 風食本を

防止する目的でソダ，シダ，板，ヨシズま

たはタケを畑の周囲にカキ根状に設置した

もの[防砂ガキ〕。 ζれに対して大規模な構

造物で，人工砂丘を築造する目的をもつも

のを滞砂ガキ sandar resting hedgeと

L、フa

防風ガキ wind break r ence，耕地面をカ

キ(垣〉で区切って，風走距離を制限するよ

うにしたもの。茶やタワのようなカン木の

71，片直などがその代表例。

防雪サク snowslip control fence山腹に

あるナダレの発生地域に設けるもので，な

だれた積雪を閉止し.あるいは進協を変え

てその被害を防止するための工作物。同一

目的のものにグイ工，擁壁工，階段工，誘

導壁，防雪林などがある。

被砕帯 frac tured zone 地表而下比較的

浅いところで断層あるいは節理面の拡大に

よって，多くの不規則な岩石の割れ目の集

合がある方向に走るとき，概念的にとの部

分を指していう。地下深層f(起るものもあ

るn
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8. 農業施設一一一 一「
AGRICUL TURAL F ACILITIES 

浪費量を営む幼掛1手段には資金，諸資材， 水』土地.機敏などのほかに，と乙に

取りあげた施政や建物が含まれる。しかし.わが国ではまだこれらに関して収録

できる用絡が熱していないので，ζ乙では長選関係の周穏な主とし.とれに若干

の経営基本施設に関する用需を加えるにと Eめた。

最 道 farmroad.主として農業的利用に | 

用いられる道路。農業用道路の略称。交通 | 
の大部分が農民の営農のためのものである | 
ような道路と定義してもよい。その機能に l 

よって連絡胤作業用の二つに区分すると

ともある。類縁のものに林道，牧i董がある。
開拓道路 roads for TecJaimed land.交

通の大部分が開拓地入植者の営農や生活の

ために生じるような道路を宿していう。開

拓地と地区外の既設道路や開拓地相互聞を

給ぶ道路は大ていとれに属する。

食作業用道路 farm Toad.農道事のうち

で農地'の内部にあり水路などと ともに，直

接に農業労働の手段となっているもの。農

道は狭義にはとの意味に用いられることが

多い。耕地・との聞に有機的なつながりが

多いためその計画.設i!1には独特の考慮が

必要。〔作業用道路)(耕作用道路J(耕作道〕

[作遭〕
連絡用遭路 con necting road. ①農道ゅの

うち，その道路交通の大部分が営農上の連

絡行動(たとえば水門への往復，生産物の

出荷など〉のために生じるようなものを指

していう。②主として水回*の区岡整理ゅの

場合に，耕地・の煩辺に沿って設けた路線専

をととろどとろで連絡するために作った長

辺沿いの道路を指していう。[連絡道路]

幹線道路 trunk road 道路網構成の中で

基幹的性絡をもっ路線・のとと。 支緩道路

branch roadに対していう。幹線，支線の

区別は幅員の大小とは必ずしも一致しない

が，幹線はさ~;m:li~;多いから支線よ りはー
股に広幅で，路面にも手が加えられている。

路線 route 道路の通過地を結ぶ跡。

路線密度 ro1ite density. .llif.立筒積内の道

路の長さの乙と。ある地区の道路総延長を

その地域の而献で割って算出する。道路?告

度ともいう。道路網発達の程度を示すため

の一緒襟ではあるが.ζの数字のみでその

内容を評定するζとは無裂なととが多い。

道路襲 Tight of way. 道路用地。食道$

の場合，水路敷やケイハン敷との地境いの

一例を示せば下図のとおりである。

路肩(ロカタ)shoulder. 路面のうちで，

有効幅員外の両側の部分をいうa 路肩1'1有

効幅員の部分を外側から保持するほか故障

車，緩速怠歩行者の待避余俗として.ま

た高速車の速由童保のための余裕としての

役目をもっ。
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幅員 roadwidth.道路敷*の版。車道， f 路面排水 road.surface dralnage.路面に

路肩*側コウヘ斜箇敷などで構成されて | 降った雨水や雪と・け水などを相|除すること角

川。狭義削除ウや斜面放の帽を除い ! この帥lは糊コゥi!ii!*， 糊コウ ðe~，
た部分の錨をいう。 I側コウ念などが受け持つ。 ただし土砂道に

待断 turnout. ;董路上で酬がすれ遣い| おし吋綬断コウ自己を流れる州大きな路

のために待避する場所。変通量が非常に少 | 面侵食をひきおとす傾向があるので.なる

なく経済上2台の自動車のすれ違う幅を持 | ベく横断コウ配にたよる情達とするのがよ

たせる ζ とが困難なときに段ける。 I い。路面の持f*不良は直感に交通の妨げと

路面コウ配 gradient of road surface. I なるばかりでなく， しばしば悩体支持力の

道路路而のコウ配。道路の中心線のコウ配 | 低下要因となる。

を縦断コウ配 longitudinalslope，横断 |スミ切り ωfn町 cutting 車両国行のた

方向の鉛直l断耐よのコウ配を 繍断コウ配 1 めに道路の交室長点の凶スミを切り落と した

transverse slopeといい，ふつう%または | 形に鉱幅するととやその部分をいう。

分数で表わす。横断コウ配は路面緋;k*の | トラクター進入路 tr田 ωrpassage. ホ場

ためにつけるのであって，協同の種類によ | 作業を行うトラタタ戸のために耕地のーぐ

り1.59百から5.0%ぐらいまでの陥をとる。 I うに設けた通路。すなわち.通路から耕地

エネルギー代蹴率 relati ve meta凶lic I 内へ進入もしくはが地内から道路上へ削る

rate; R.M.R.労働のエネルギ{消貨盆を示 | ときに使用する トラグター用の通路。

す樹九人力による作業の強度や限界，た |轟道橋 farm.road I>ridge 袋町中に設け

とえば術をになって上下する急傾斜峨宜| る橋のこと。閥均付帯構造物中最も鎮

の縦断コウ配の慨を研究する場合に使わ| なもので，必ずしも low∞stbridgeで

れる。作業中や安蜘寺にガスマスタを用い | あるとは限らないが，多径聞からなる繍

てそれぞれの酸素ìíl~量を計量し.次式か | または鉄筋コシグリートゲタ橋のようなも

ら求める。 Iのが多く用いられてきた勺

f作業時梢曹略奪量ト(安静玲糊殴索量?.... I 索道 (サクドウ〉 伺 bleway;ropeway.舎
附酬できまる蹴代問責随時糊)I 柱にワイヤーノトフ・を張惜し.それに主

たとえば京労働ではR.M.R.=4ト 7.0 I 蜘をとりつけて物資〈たとえば果実，営
路面高(ロメンダカ) height of road sur' I 

| 農用資材)を運搬する装置。急傾斜地帯な
fa団設定した基糊から測った路面の高 iどで多く用いられる。①制式.②焚送式，

さ。制句場合には耕地〈水制.畑)函を ! ③循環式の3方式がある。
基準にとるのが普通。 I

| 経営基本施設 basic facilities for farm 
安定処理遭 stabi]i刷工oad 砂利，砂 J ~~;;;;叫-ement 農業経営(生危tJ~I， 流
粘土を適当な蹴に配合し適正に締屈める l 通〉を行うために必要な基本的問般で.

か，もしくはセメント事， 1tIiT'f乳育rr，1ヒ学薬 | 農具合，作業場〈乾燥，糊.モミズリ，

品などの安定腕加えることによって，交| 精米など)，倉庫〔貯蔵)，機械格糊，J'ij

通荷重に刻し四季を通じて安定な路而を持 | 水路，排水路，農道，防災施設(防風，;M;，

つ砂利道を作った場合ζれを指して安定処 l 防雪林など〉などの施設をいう。なお開

理道という。 I 拓パイロット事業事では電気，住宅などを

側コウ(ソタコウ)出declitch. 道路l綱方に ! も含む。
設ける排水ミゾ。 v形， L形，台形，長方| 環境整備篇訟 facility(or environment 
形， U形などいろいろの形のものがある。 I arrangement 農業の高度な生産性と愈

また伽糊としては禁掘り側コウにおけ | 家生活水準の向上のための環境施設で，飲

祉のほか， :::l '/11リート， !l}~河川 1 雑用水位F水道〉縦.ゴミ処理軌跡

どがある. I . 処理場.有線政送電話施設，道路.緑地.
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火事事場，墓地などの諸施設をいう。なお閲

拓パイロ ッ ト事~. では学校. 婦人ホ「ム

などをも含む。.

タイ Re!舎 compost-hut; compost-shed守

タイ肥を製造.貯蔵する施設をいう。コ'./~

りー トの床重量のみのものをタイ肥悠という。

畜舎 stable.~療の繁殖，育成， 除草L.
肥育などを行うための施設。付帯.)n設とし

てはサイロ大 飼料庫， タイ肥命事， 運動

場.ヰ事L冷却J匝設などがある。波高の穏類

により乳牛舎.育成牛舎.肉牛舎.めん羊

合，豚舎， t島舎'などがある。

サイロ silo 新鮮飼料を詰めてサィ νージ

をつく る容器回 容俸の鍛置場所によ り地上

式，地下式と半地下式などがある。また材

料によりコングリート作り，石作り，木造

などがある。

建舎 hen-house;poulty-house. .::.ワ

トリ を飼育する建物。種類は育践合，成鶏

舎，肥育舎があり，形式は，閲定式(平飼

い式.パタリー式.ケージ式〉と移動式

(コロニ戸式)とに分かれるが，移動式は

ヒナの育成や鹿鶏などの場合に用いられる。

稚蚕飼育所(チサシシイ Pジー) silk-worm 

breeding house. ふつう蚕児 1-3令の

飼育場をいう。場合により 3令を中期とし

て， 1-2令だけを扱う。との時期は気候

飼料などにより蚕の健康が影響されやすく

適当な飼育環境が必要であるので，しばし

ば乙の期間の飼育を共同で行う。この場合

は稚蚕共同飼育所という。 とれに対し4令

主人上の蚕を共同飼育する施設を壮蚕共同飼

育所という。

温室 glass-hou田;green-house. )]~~昆
や保温装置をもって，花.野菜，果j;jなど

を裁縫するガラス室。ピニーノレ張りのもの

をピニーノレハウスという。

果樹ダナ fruit trellis. 果樹と くにブ ドウ，

ナシの殺倍で成熟:tJIのお果含ふせぐために

用いるタナ。

乾燥鋼製籍設 drYlOg and preparing eq. 

ulpment. おもに穀類の人工乾燥絡役お

よび調製地設をいい， 多く の場合，農業倉

庫・に隣接して設置される。ヲイスセンタ l 

ーホはとの一つである。

ライスセンター rice center.大規模米毅

乾燥調整施設。乾燥室， 作業場， 1，凶礼宮，
モミ殻室などからできている。メ!JI!買ったイ

ネを直接14%の水分含有量まで乾燥させE

60kg包装の玄米とするととができるもの。

処盟銘力の 1例:3501表/日。 150baの水田

のイネを35日間で完全に乾燥。

加工tt設 processi ng facility お もに野

菜，果実の加工(びん缶詰.ジュース，乾

燥野菜.漬物などの製造〉を行う施設。

タバコ乾燥簾i!l:tabacco drying facilities. 

タパコの生棄を乾燥するための施設。

製茶工場 tea manufactur巴 factory.茶の

生禁を蒸熱，あら，仕上げもみ.乾燥調製

する工場。

生産物処理鎗設 farmprodllcts facilitiesι 

ムギ類，マメ類， トウモロコ シ，イモ類，

野菜，花キおよび果実類の集術，選別，荷

造り， 骨í~蔵を行う施設。 果実については果

実選果Ffr，果実貯猿mなどと特にいうとと

もある。

築事l所 milk-station; milk'collecting 

station 牛乳の乳質保全と集乳の合理化

を図るための施散で.集事し冷却.乳質検

査を行う。

ミルクプラント milk-plant.集判所傘から

保冷設備した トラク クで運ばれた原乳を市

乳や乳製品〈パター.チ{ズ，ヨーグノレト，

練手し粉芋Lなど)に処理，加工する施設を

いう。 指入された原乳は，現場事f斉室で記

帳され，検乳室で脂肪その他品質を検査さ

れ，遺品はそれぞれの処理加工工程に送ら

れる。

農業倉庫 agricultura.l storehouse;agr-

icultural warehouse.農産物(殺物a マ

ユ，その他〉の保管施設で一般には政府，

農業協同組合立のものをいう。 保管方式は

俵積みのもののほか，モミ貯蔵(コシタり

ー ト製， アルミ エウム製など)のものもあ

る。

トラクター格納庫 tractor shed; tractor 

hangar トヲグタ {を安全に保管する施

殻.給油点検修理なども行う。
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9.農場機 械 -
FARM MACHINERY 

7K回.畑，t封岡地，草地などの農場内で耕 うんa 整地，種マキ.管理， 収盛お

よび調製などに使bれる機械に関する用語をまとめた。とれらには外来の新しい

ものが比較的多いので，呼称もまちまちであるが，ここでは，現住一般に憤崩さ

れている呼び方をとった。なお建股機械に類する用語は. 旋工機械 (p.I63)の

項目に含まれている。

トラクター tractor目 土工における綿削，

運搬などの盤作業や鋭うん，砕土などの農

作業の駆動用俊滅。キャタピラー式 uロ

ーラ型〉とタイヤ式(ホイーJレ型〉がある。

このほか日本では，小型ト ラタターとして

Z輸で.積載尚力 3-81おのものがあ る。

市イ戸ルト ラクタ ー

トレーラー trailer. i.!搬作業に使われる

機械。単軌2総 2軸4備があり大きさは

積載ト ソ数で表わす。またダYプ機構を持

つものをダンプトレーラ-dump trailer 

という。

タイ肥積込機 manure loader タイ肥を

タイ肥散布主要・紅梅丞む作業に使われる機

械。ふつうフォータ型の要自置を トラクタ戸$

の前部に装着するが，これをパケッ トシs

ベノレに交換すれば土工作業にも使用できる。

持場げ1重量は0.5-1tonである。〔マ二ュ

アローダー〕

タイ肥散布後 manure spreader. タイ肥

~積んでホJ易に~び，打ちほぐしながら散
布する機械。 トラタター阜 ケγ引では2輸

型が多く，積故1il:1'i1.4-2.2m'であり.20
-40PSホイ「ノレトヲグターが主として使

われる。〔マニュアスプレーダー〕

石灰散布機 Iime剖 wer. 石灰散布用の機

械。 R防ヰ散布を策用できるものもある@遠

心拡散式と全幅自然落下式があり，作業稲

1.8-3.6mでトラグ~-樽ケン引による。

[ライムソワー]

ス キ 〈和型)Japanese plow トラクタ

ーや畜力などのケン引で土纂を耕起するた

めの作業後。 日本で発達したもので.主と

して水田用として使われ性能がすぐれてい

る。スキ先ιスキヘラの回定しているもの

を単用リ(塑)，スキ先とスキヘラが左右に
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変わるものを双用リ.そのほか本リ の前に

小型のリ休をつけたご段耕リなどがある.

プラウ plow. トラグター*のケン引によ

って土磁を耕起するための作業機械。代表
的なものにボトムブラウ bottom plow 

がある。レキが多く，また土が付着するた

め性能が落ちるよ うなととろにはディスク

プラウ disk plowが使われる。

ボトムプヲウ

ハロー harrow. ホ場を耕起したあとの砕

土作業を行う作業様。代表的なものにデ4

スクハロー disk harrow があり.

このほかにツースハロー tooth harrow 

[歯力ン(縛)ハロー]がある。耕起 ・砕土を

同時に行うものにロータリー rotary.ロ

~ 5r~ベ{声 戸， ロ ータリ {ティラ{があ

り，またディスタハローの特殊なものとし

てハロープラウ harrow plowがある。

乙れは草地などの簡易耕起に使われる。

ウヰ立て機 ridger トラグター事のケ ン

引によるウネ立て作業用の臣賞械。機体の左

右にとりつけられたマーカーによって地表

に条印がつけられ，ウネ幅を均一に保ちな

がら 1 ~4条のゆネが同時に立てられる。

〔リジャー〕

スジマキ機 grain drill. 主と してムギ

類のλジマキに使われる機1仇ダイズ， ト

ウモロコシ， 牧草の種マキにも使われる。

〔グレーンド リ ル〕。 ゲラスラン~ l'リル

grassland drill は不耕起のまま追いマ

キする牧草のための特殊な種マキ機である。

点マキ機 planter. 一足の除聞を必要とす

る作物種子のトウモロ コシ， マメ類， パレ

イシ詔などをまく機滅。それぞれコーンプ

ランター COl'n p!anter.ポテトプランタ

-potato planterがある。ふつうは施肥

も同時にできるよ うになっている。(プラ

ンター]

ポテ bプヲ γター

パラマキ機 broadcaster 牧草類のような

制粒種子のスラマキ用の機滅。遠心式と落

下式とがある。[ブロードカスター〕

鎮圧機 roller.耕起， 砕土のみではマキ

床として不十分な場合.表土を適度にt帝国
め均平勺とし.保水力を高めると ともに俳土

状態を良くするのに使われる機滅。ト ラグ

タ_*のケン引による。代表的なものにロ

ーラ{へカノレチ~{ッカ-t.I-ある。

尿散布機 urine spreader. 陥袋経営でii
畜尿の処理として牧草地に尿を散布する機

滅。 トヲグタ戸*のケン引による。尿Fγ

F車とポシ7'が主体で，自然沈下式と強制l
散布式がある。

カ)(.，チベータ- cultivator 畑作物の中耕

除草作業に使われる機t恥 ホイールトラタ
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ターのケγ引による場合が多いが，がi部や

服部に装着するものもある。 除草専用に使

われるものにステ7レージホ- st即日ge

hoeや，メグラ除草に使われるものにウィ

ーダーマ)~チャー weeder mll1cherなど

がある。〔畑中緋除草機]

噴載機 sprayer 薬液散布用の軽量械o w，~夜
に圧力を与えるホyフ・部および霧状に噴出

させるノズル.!!l!液を送るホース古都からな

っている。使用額引により入力と動力があ

る。動力噴霧機は装婚式，移~，成.定置式，
走行式がある。{スブレヤー〕

散粉機 duster.粉状の薬剤を送風によって

散布する防除機械01噴霧機*に比べて水を使

わなくてよいが，粉体のために夙に流され

やすい。薬剤タνtl.送風機，かくはん袈

置からなっているo

スピー Fスプレーヤー speed sprayer.ボ

ンプで高圧にした薬i慌をノズルによって霧

化散布する後械。 軍事往はボシプで与えられ

た速度エネルギーで飛散する。とくに大規

模の果樹図で共同防除する場合に使われる。

走行方式に自走式とケν引式がある。

コンパイン combine 作物を刈り.同時

自走式::2:，1'''''':'イy

に脱穀精選をする~械。ケYヲ l式と自走式
がある。自走式は大型で刈幅2~4m.40-
70PSのエソジンを積書Eしている。他に5.5
~ 7PSの小型ト ヲ tl !l ーのアタ ヲチ メ ν

ト としてのIJ~コ γパイ ンもめる。

モー7 mower. 牧草などのメ限りK使わ

れる機械。トラ (1!l _*のケYヲ|または後

部，腹部装婚である。刈幅は1.5~2m。パ

リカγ式と水平回転刃式がある [草刈機)<

刈取った牧躍をホ場で乾燥するとき以転さ

せるへーテヴダ一 hay tedder.そのほ

か集草するへーレーキhayrake，車t燥を

早めるため圧砕するへーコンティ ショ ナ一

hay conditioner，圧縮こん包するへーベ

ーラー haybalerなどが牧草用機械と

してある。

へ-~-7

ピーンカ‘yター bean cutter.マメ類の刈

倒し式の刈原り用機械。トラク !J-*の頭

部に装着した岡定刃を用いて 2-4条刈り

を行う。
フォーレージハーベスター forageharvest 

er. ト'7(1!l-専のケγ引によ って飼料用

作物を刈取り，制断し， トνーラ-*への

も，!f込みを一行棋で行う機1丸車鎗つきのモ

ーア念と飼料を切るエンシレージカヴター

ensilage cutterの組合せ機械て'ある.

ジャガイモ掴取機 p"tato digger. トラタ

ター専のケン引または直装によりジャガイ

モを土中から掘起す機械。エレベ -!l戸

製.スピゾナー型， フォーグ旋回型がある

[ポテ ト?ィガー〕。 振起して容g告に詰め

込むまでの作業をー工程で行う機械にジャ

ガイモ収穫機[ポテド、F ベスター)potato
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harvester がある。

ジャガイ毛綱取機

ビートリフター beet lifter. トヲグター事

のケン引によってピートを土中から引抜く

機械〔ビートプーラー beetpullel')。 な

お，立毛中のピ{トの茎薬を明冷き，線部i
を引抜き，付着した土を落し て コ ンベヤ

ー$で後方に落す機減をビートハーベスタ

ー beet harvester (ビート収穫機〕と

い う 。 ~たピートやカプの倒引きに使われ

るのにビートシンナー beetthinnerがあ

り， ピー ト用機械としては重要である。

ブローア blower 妓断された飼料作物を

サイロ傘に投入する場合に使われる送風玖

上げ俊械。

フィー)~ドチヨヴパー field chopper. 牧

草を刈取りlj]flfrして積込みをー工程で行う

機械。 フォーレージハーベスター'と似て

いるが. より簡単な構遣である。 (ロータ

リーチョ ηパ- I'Otary chopper) 

乾燥機 dryer 牧草やそミを短時閣に大量

乾織する機械。送風機〈ファン)と空気力日制

装置く!札ドウ燃料燃焼惣)からなり，定置式

と移動式がある。 oライヤー〕

(11 ) 

10. 水 文
HYDROLOGY 

降水，流出，流出解析，7t収支などを中心として，地表水，地下水などの用語を

とりまとめた。 しかし， 農業と関連の漂い用語は土狼 (p.44)，農地保全 (p.61)，

水田カンガイ(p.77)，排水 (p.90)に述ペた。また統計 (p.1l7)，水理 (p.12骨〉

および河川工 (p.I09)などにも一部関連用語が含まれている。

水文(スイモン) hydrology.地球上の水

のあり方，~ヒくに諸性質.現象，分布など
を取級う地時物理のーで閣に属する学胤

IUGG (International Union of Geod・

esy and Geophysics)の中に水女分科会

があり，ζとでは水文学で取扱う分野を次

の四つに定めている。 ①地表の流水を取扱

う河川学， @湖沼または静水を対象とする

湖沼学.③地下水全般に闘する地下水虫学，

@雪氷学。

水文循環 hyrlωlogiccycle.地球上の各極

形態の水の移動，すt.r.わち降水a 蒸発，浸

透.流出などのくりかえしをいう。水女学

のおもな研究対象である。

地点雨量量 point rainfall. 一地点、の雨量で，

ある区域に対する地域F荷量'と区別して飼

いる。 雨量百|の観測値は地点雨量で，地点

雨量が支配する絶問は降雨の性格.地免責特

性によって異なるが.地域の地形に著しい

~化がなければ，約260ha ぐらいとされて
u、る。

水文量 hydrologic data. 水女両手祈上の基

礎となる資料で， 降水量， 流量，流r&量
虫類濃度などをいう。水女資料ともいう。

地域雨量 areal rainfall ある広がり をも

った地法に対する平均の雨:llt.ある流域に

対する流出量輸などを求めるには平均の地

域雨量を用いる必要がある。〔面積雨量i)
降雨強度 rainfal1 intensity 単位時間当

りの降雨量占F帯雨継続時間と関連が深く;

両者の関係を降雨強度曲糾で表わしたり，

また各種降雨強度の経験式が導かれているe

降雨余剰 rainfal1exce回。降雨量の うち

:上廃陶7震発.土中への獄収， 浸透ゑなどの

利を越える分.すなわちiÆ~流出に寄与す
る雨量。

ティーセン法 Thiessenmethod.数多くの

地点、雨量旬、ら，平均の地域雨量'を算定す

る一方法。 対象地域の平面図上で.地域内

外の多くの雨量観測点を結ぶ三角網を作り.

各三角形合辺の垂直2等分鰍を引いて地域

を幾多の多角形に分割すると，各多角形に

一点の観測点が含まれる。If.均地域雨盆を

予とすると ]5=三等 L

P，は各多角形内の綴測点悶:fII:， んは上記

の操作で得られた各多角形の面積。

本法は面積的の重みを考えた平均の地幼羽

盆を与える。1911年の車Ij楽であるが，現在

でもよ く利用される。

等雨量線法 isohyetaJmethod.広地域の

地域雨量念を求める一方法。対象出或内外

の雨量級測憶に基づいて一定間隔の等雨量
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線図 isohyetal mapを錨き各等雨量線

聞の面積とその平均雨量を乗じたものを集

計して，全面積で除して得られる。本法は

雨量鋭測点が多数設けられていないと，君事

雨量線図を猫くととがむずかしく.地域が

5ωkm'以上の大地械に適する方法である。

DDA解析 〈ディディエイカイセキ)DDA・
analysis. depth.duration-area analysis 

の略称。降水量の観測値在処理して，地域

雨量*が降水継続時間と地域面積とどのよ

うな関係にあるかを解析する乙と。地域雨

量の最大値は継続時間が長くなるほど大き

し面積が広くなるほど小さくなる統計官甘

関係がある。 (DAD解析〕
可降水量 possible precipitation; proba-

ble precipitation. ある地域に物理的に

起りうると考えられる降水量。 との最大

liliを最大可能降水畳 maximumpossib1e 
precipitation; probable maximum pre-

cipitation といい.とれを推定するには

地形性降雨に対する場合と非地形性防雨に

適用する=つがあるが，現在まだ理論的の

キので5起用φ段階に至らない。
人工降雨 artificiaJ rainfall; rain-mak-

ing; man-made rain. 人工的に雨を降ら

せるととで，従来行われた方法には，薬品

ガスを用いて水蒸気を凝結させる方法. ド

ライアイスやヨウ化銀を用いて細かい氷の

結晶を作る方法などが試みられた。現在な

お迦論，方法，効果の判定などに問題が

あり， 完全な実用化の段階には遣していな

ν、。
積雪調査 snowsurvey 雪の形態でたく

わえられている水量を綱べるた めa 積雪

量，合水量， 雪の密度などの調査。

融雪係数 degreeday factor.融雪による

流出量*推定にO.C以上の日平均気温の積

算値，デ 4ゲりーデー degreedayが用

いられ.平均1degree day に対する融

雪量を融雪係数という。乙の値は季節によ

り， また地域特性.値生などによって差が

あり， わが国の森林の観測例では 0.15---

0.3Ocn.ぐらいが多い.
流減 drainage basin; river basiu; 

主
catchment area 河川¥，湖沼などの水

の給源となる雨雪の降下する全地域。集7-"
成集水面積ともいう。一水系の支川配置

の様式によって，流域の形状は次の4種に

分けられる。

①羽状流域 feather-likebasin.本流が

中軸となり支流が左右から流入し数多の納

長い長方形流成が隣篠集会したものe

@放射流域 radialbasin.四周から数多

の支線が放射状に-t也点に集合した流域。

③平行流土曜 paraUeJ basin.細長い独立

した流~が互に平行し，または両方から合
流したもの。

④複合流域 compoundbasin.上ie①~

⑧が2種以上複合したもの。
流域幽線 drainage area-distance curve. 

流域事の主流の上流から下流までの各点

の流域面積は下流に至るほど増大する。 こ

の関係を表わすために横輸に主流路の延

長を， 縦献に流域面積をと って示した曲

線。
形状係数 fOlm factor . 流I~*の形状が幅広
い形か細長いかの程度を数量的に表わす係

数。流域耐績をA， 主流協の延長をL.と

すると，AIL。は流域の平姥帽で，AIん÷
Lo=A/L~ が形状t系数である。

密集度 compactn出 S目流It*の形状が円形

に近いかどうかを表現する数値でグラベり

ュウス(GraveJius)が提唱したもの.

流械函積をA，円周率を><，密集度をCと

すれば ，，_2.... /ifA 
~ -百夜万頁直一

河川密度 river density. 流械事の単位面積

当りの河川の長さを示すもので，ノイマン

(Neumann) が提案した。流域商績を A
(kmり本支流の長さの総計をL(km)とす

れば，河川l密度=LIA，との数僚はヨーロヅ

パの諸河川では1.0-1.70ぐらいが多く.

本邦諮河川では0.30-0.60ぐらいが多い。

表面流出 surface runo白.降水後，流路

に達する前に地表を流れる水で.地表流出

ともいう。とれは，防水量から~入量. シ
守断量キおよび地表貯留量を差し引いたも

のに相当し，洪水流出の級会には金流出量

10. 7-" 

の主要成分を占める。

直接流出 direct runotf. 表面流出'と中

間流出事 を加えたもの。または全流出量か

ら基底流出場を差引いたもの，

中間流出 inter f1ow: subsurface f1ow. 

降水が土居に浸入し.その一部の水が浸入

点から下流の流路1:::現われるもので.表面

流出撃成分より時間的におくれて流出す

る。

地下水流出 groundwater runoff. :1ゴ膏を

とおり地下水流として流路に;現われる流出

成分。 ζれは流盆曲線の基底古11を構成し，

全流出量から直~流出命を差引いた部分に
あたる。

基底流出 base tlow. 地下水または大きな

湖沼などの棚氷に基づく流路への流出，ま

たは潟水剃の流路の流出。また，氷河，雪

その他直版流出場に基因しない給源からの

/iff出をいう乙ともある。

有効雨量 effective rainfall 流出現象を

]fit.級うとき，除雨量のうち，直l妥流出$を

生ずる分に相当する雨量。→損失雨量

領失雨量 waterlosses. 流出傘を対象と

したとき，雨量から有効雨量専を差引いた

分をいい.初期f貫失 initial10ssとその

後の繍失に分けて考えるこ ともあ る。 領

失雨量は，シャ断量へ蒸発散量大地域

からの浸透量などを総計したものにあた

る。

シャ断量 interception. 降水のうち植物

の枝楽て・保留され地面に到達しないで蒸発

する水量。

流出塁 r皿 off.I海水または融雪によって

I可道t乙出てくる水量。 その径路によって，

表面流出へ中間流出事， 基底流出ぺ全流

出などに区別される。

流出率 runoff coefficient. 流出量象の降

水量に対する比で， 一降雨に対するもの，

月間a 特定期mまたは年間についてのもの

など， 目的によって樋々の期聞に対する流

出率が用いられる。

先行降雨指標 antecedent precipitation 

ind.ex. 流械内の土湿状態を示す指標で，

API と略記される。 ζの指標P.は一般
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式で次のように表わされる。

P.=b，P， +b.P.+...・H ・..…+b.P.

式中b，は定数，P.は対象降雨t目前に生じ

た降水量。

水年(スイネγ)water year. 潟水1切に
始まり.潟水期に終わる連続した12カ月間

をいう。暦年とはちがって困，地方によっ

て始期，終期を異にする。

ハイドログラフ hydrograph. 7]<:位，i疋孟$

iiM少量などと時間の関係を直角鹿標で示し

たもの。→単位図， sカーブ

プルピオゲラフ pJuviograph 流陥量唱が

降雨または降水量の100%に相当して，し

かもその流量配分**:ó~全雨量に対して 適
用できるような理論的なハイドログラフ惨

をいう。

単位図 unit hydrograph; unit graph目あ

る流域専の流路の特定点で，流斌に一様な

単伽寺間継続した孤立降雨により，対象流

域に水~で単位 ( 1 cm， 1 mmなど〕の

流出量を生ずるような流盆曲線。とれは19

32年にシャーマ:'---(Sherman)が提案した

といわれるが， 一説には1929年に7;tール

ズ(Folse) が創業したともいわれる。あ

る流域に対する単位図が得られると.任意

降雨に対する洪水流出を算定するζとがで

きる。

Sカーブ S-curve; S-hydrograph.単位図e

を単位時間ずつずらせて縦距胞を積算して

描いた曲線で，これは一様な降雨余剰*が

継続した場合の流量曲線を表わす。とれを

利用すると，単位凶の単位時聞を~.換する

ととができる。

流量配分図 distribution graph; distri-

bution hydrograph. あるi此~* の標準的

流量曲線を一定単位時間ごとの流出;Jit*に

区分して，金流出盆に対する百分率で表わ

したもの。 百分率を流量配分率 distTibu-
tion factors という。 とれはパーナ戸ド

(M.Bernard)が提案したもので.ζれを

利用すると， 単位図・の方法と関係な操作

で洪水流出を求めることができる。

示準流域法 index area method. ある大
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流域のハイドログラフ噂が対象流域の一部

分または近傍の小流Jl!l;のハイドログラフと

ほぼ|司じ形状をjJ~-r ことを前提として，同
じ降雨のあった小流域を試験区として大流

域の山水を推定寸る模型実験法。本法はホ

ルト γ(Horton)の発案によりグッグ と

リーチ (CooJζ，Leach)がアイオア河の洪

水解析に試みたロ

抗出関数 runofffunction 降市と流出色

の関係を関数で示したもので，単位の降雨

に対する流出量幽線を，ある閣数で表現す

るととができる場合には，任A降m分布に

対する流出量曲線を求めるζとができる。

本邦では， この研究は19日2年ころから，緑

樫，佐藤，菅原，丸山，柴原その他多くの

人々により行われ，岩木川，利J艮川目狩野

)11・寝屋川など各地河川の洪水解析に応用

さ占もている。

浸入法 inti】trationcapacity method 流

械勺こ対するF領有余1判事と雨水が地仁101にしみ

込む強さ浸入能 infiltra tion capaci tyに

基づいて地表流出量を求める方法。本法は

1937年ころからホノレト ν(Horton)，ホー

ナー (Hornel')その他の研究者が大小各

種流域K適用している。

ピーク流量 peak discharge.最大流量のと

と。 i定量格と時間の調係を示す流量曲線で，

流量の最大1ιζれは治水計凶または水力

発電などで必要な要素となるB 町

テイ(遁〕波曲線 rece回 loncurve 流量事と

時間の関係を示すハイドログラブネのピー

F流量キ以後は，流域*と河道の貯留量から

流出が継続し，次第にi怠量が減少する曲線

で示される。 ζ のテイ滅する幽綿は表面流

出メ中間流出穴地下水流出*に/，(;じ，ほぽ

一定の形状を示し，一般に指数式で表わさ

れる。 ノ ξ←ソズ (Barnes)は，q，=qoK，.. 

またはqr=q(JK，'におけるK，をテイ減係数

recession constall t としたロ t は流量lJ~

q.からq，に至る経過1時間である。 またホ

ルト ン(Horton)は Q，=Q.r"のcをテイ

減係数とした。 eは自然対数の底.tは流

i立がQ，からQ ， 'c~る経過時|調。
水位流 量 曲線 stageィlischargecurve; 

主
rating cu rve.水位正流量*との関係を示す

曲線で.ふつう， 1走量は水位の関数で表わ

される。とれを単に流量曲線とよぶととも

ある。 [H'Q力一プ]

流量 discharge;rate of flow.流体が各

種の1走路， パイプなどの絢折両を単位時1
tて通過する体積。

渇水位〈量)droughtywater level (disch. 

arge). 1年のうち 355i'lはζれを越える水

位(iAE量)。河川!計画ではとの ほか各種水位，

荷量1乙対応して次のような各種の名称が使

われる。低水位(湿)low.wat目 level(aisch争

arge)は 1年のうち， 275Rはこれを越える

水位(iiIE量)，平水泣く量)ordinary water' 

level (discharge)は1年のうち，これよ

り低い日数と商い日数とが等しい水位(i;f，[

量)，または l年のうち185日はこれを越

える水位。;jjE孟)と定義される。平水位は

年平均水位と必ずしも一致せず，たいてい

それよりわずか低い。 最多水位 mostfr-

equent wa ter !evel は1年のうち，その

水位になる日数が長も多いもので，ふつう

平水位よりいくらか F位に当たる。高水位

(量) high-water-Ievel (discharge)は

毎年1-2回起る程度の出水時の水位

(流量〉 洪水位(量) flood 5tage (dis-

charge)は数年に l回程度起る洪水時の水

位(iiIi.量)。豊水位(量) ninety-five.day 

water-!evel (discharge)は1年のうち95

日はとれを越える水位(流量)。以上のほか

平均渇水位，平均低水(¥1:.平均平水位などは

年々の渇水位，低水位.平水位を数カ年に

わたり平均したものとして定義される ζと

もあ り，また平均高 (低〕水位は，ある期

間(1カ月， 1カ年，何カ年など〉の平均

水位より 高 〈低)い水位だけを平均したも

のを示すとともある。

洪水量 flooodischarge. 降akまたは融雪

によって起る大出水時の河川流量a 流量

資料から確率計算によ り赤め た 100年に

1回生ずるような洪水量を100年洪水 量と

いう。

比流量 specific discharge. 流械単位面

積当 りの流量で，通常m'JsecJkm'包単位で
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示す。高水流量に対するものと，低水流量;

に対するものがあって，前者は治水吉!両に

後者は荊1]7.K計両に用いられる。 また対象流

域てe流量観測fI直を欠く場合，類似性格の河

川の比流量に基づいて.最大流量の概略値

を推定するととができ る。

計画高水流量 estimated high-water 

discharge. 河]11改修，利水計画などの基

礎となる高水流量。これを決定するには，

既往の水文一設本' 被害状況，事業効果など

そ剖べ， 言jjiljj;:1jノk流量を仮定!-，河)11の性

民ハγラン地の経済性，洪水時期などに

応じ，高水流量によって生ずる推定被害額，

推定効果樹などから求めた妥当投資額て改

修慣などを比較して，も っとも経済的な流

量を選ぶ。

最高水位 highest high-water level; high-

est high-water stage_ 既往のu¥水記録

のうもの最高の水位。水位記録を欠くとき

は俣防目橋脚，その他構造物などに見ら

れる洪水コン跡 flood malk佐刈量する

か.または住民の確実な記憶によ って最i:'ii

水位を求めるととができる。

制限水位 controJled water level 多目的

ダム*における洪水調節容量を定めるため

の特定料孟に対する貯水位。洪水期間中，

洪水調節本に必要な容棋をカアにLて貯水

位を下げる方式を伽!111J~7kflf方式といい，関

のように洪水期利水容量に対応する ~í'水位

が洪水期制[s.n水位である固

水作，容量耐練

洪水調節 fJoodcontrol守 洪水量の一 部を

貯留したり流下時間を変えて洪水量を軽減

する ζ と。対策としては，流域管理，築現，

河道改良，過剰水の町ifEなどが行われ，施

設として分水路，放水路，シ雪 ート カ"~*. 
遊水池大洪水制官官池などがある。

決7/<追跡f100drouting 河川の上流地点

の洪水のハイドログラ 7*を知って，下流

地点のハイドログラブを推定する操作。と

れは洪水流量の河道i割減， Hi'水池求の洪水

調節まなどの検討に必要で，操作法には逐

次官|算法と近似計算法があるが，いずれも

連続の条件を計算の基礎とする。

水収支(ミズシュウシ)water balance; 

water budget.7k文循環キの過程において，

一定期間，一定性域の水の叫入関係を明ら

かにすると止で，一般には次の平衡関係が

成立 する。 P=D+E+G+M P:降水

量，D:流/:H最 E:fk発鼠 G:地下水

補給量，M: 土湿~1J骨量
上式中，ノIc収支を行うwl問により，また

地域特性に応じて，無視できる項もある。

また力γガイ地の水収支では，自然的要因

主人為的要因に基づく量的菱化を明らかに

すると止が必要である。前者には降雨，地

表および地中における減給，蒸発，蒸散，

l也表および地下流出などが考一えられ，後者ー

にはカシガイ地への導水，過剰U7kの掛水そ

の他各種の耕桶法に伴う水量が合まれる。

塩野収支 saltbalance カンガイ地の塩

類収安は， 1年間にカイガイ水によって運

びこまれるi寄I作物質の全量と 1年聞に排

71ぐによってij¥び去られる溶解物質の差をい

っ。

地表水 sul・facewater 河)11，湖沼など地

表にある水を地下水*に対して地表水とい

い，流71.く，的水を含むが，海水は地表水に

ふくめないの

地下水 groundwaterj subterranean 

water 地下水は降水，地表水*などとと

もに水女循環ホの一部を占める。地下水の存

在は飽平日昔止通気街に分けられ，前者にお

いては，地下の問ゲキや割れ目は静水圧の

も止で水でみfこされ，後者においては消E
は水， 一部は空気で占められた閣ゲキや害11

れ目をもっo 飽和帯の地下水I:t，問ゲキの

形によ って，地層水 stratum water，裂

力水 fissure water， ドウ〔洞〕穴水な

どといわれる。 このうち， 地層水は自由面

地下水 fr四 waterと被圧地下水場とに
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分。られる。自由国地下水は陸地に広く分

布し，地質的にはチュウ積層，洪積層はも

とより中・古色層，火成岩などの岩石の割

れ目や風化地帯に広く存在する。地下水

面が山腹，斜面』段丘，ガケまたは扇払L地

の末端沿いなどに訴出していると，地下水

は自然iCわきtl:¥る。自由面地下水は一般の

井戸として広く利用され，被圧地下水は深

井戸献によって，最善，工業，上水用その他

に利用される。

比ユウ出量 specific capacity. 帯水層域

の透7)c¥'生を表わすーっの拘標でa 帯水層の

勘 jく係数ホが求められないとき， ζの比較

によって帯水層の水理地質を知りう る。ふ

つう井戸の水位降下に対する防水量 (m'/
day/m)で示され， ζれは同一地点で も

w度により差がるり，またf鼻水時同の経過

に伴って柳誠する。[比ユウ水量]

比産出量 specificyield. 地下の飽和 され

た水は必ずしもすべてが際水されない。岩

石・土漉には重力作郎で封11:1うされる水と，

問ゲキや割れ目に保留される水があって，

緋出される水量と岩石，土壊の全容積の百

分率を比産出量という。とれは有効間ゲキ

率 effediveporosity と同値でz 均質

な砂の比産Hii置は30%ぐらい，チュウ積庖

のそれは1O~20%程度である。〔産水率〕→

lヒ保管量

比保留量 specific detent ion. 地下含水層

に保留されるノk量と士婆，岩石の全容積の

百分率をいう。閣ゲキ率ネをP.比産出量*

をぬ，比保留量を.5.とすると. P=.5，-卜.5，

の関係がある。 [比保水量)[保水率〕→比

産叫孟

事 7]t. (チュウスイ) perched water句

特殊な地層水で，自由函地下水の一極。ζれ

は小面積の不透水層上に存在したり，主要

地下水休の上方iC通気音11があると， 地下水

体が主要地下水休から分かれて存在する。

水量は少な く， 揚水に対 しては一時的のも

のである。

組圧地下水 artesian aquifer; confined 

女

aquifer. 地下水体の上・下限を不透水層に

よって制限され，地下水面をもたない地干

水。多くの場合，自由岡地下水の下位にあ

って両者は粘土，シル トなどの不透水!習に

よって隔出位されている。[被圧水〕

影響圏 circle of influence井戸の揚水K

よって生じる水位降下の及ぶ半径。自由面

状態では揚7)<:に伴って井戸に流入する地下

水両コウ配が増加する範囲であり，被圧状

態では揚水に伴い帯水層帯が容積変化をお

こす純聞の半径。

天井川 river with bed above ground.河

床がその周辺の地面より高くなっている河

川。扇状地の急流河川や三角州平野上の河

川で，補税作用が盛んな場合に生ずる。 富

山県常願寺)11.滋賀県草津川などがその通

例である。 ζのような河川|は水無川，シリ

無Jilになる ζ とが多い。

伏流水 underflow water. ①地下水学で

は 上下を不透水層キではさまれた透ノ)，

層キが河川などの流水と交わったとき，透

水庖内に生じる水流をいう。②通俗的には

河床 Fの地下水*をいうが， 正しい意味の

伏流水は被圧地下水車の一部にあたる。

水源保養林 f01'est fDr water conserva. 

tion. ノ'Ki~を養いNij;]くの河JlIへの流出を調

節する目的で保護されている森林。森林が

士壊の保水性を高めたり，逆に林地からの

蒸発t.rおさえたりして， 表面流出噂の速度

を調節する作用をもつためである。[水源

力ン養林〕

地下川(チカセ:/)subt町 raneanstream; 

undergmund stream.地下不透水層構の

谷部に池下水*が集中流下してできた流路

で，地形上，旧河川敷J火山山ろく，石灰

岩一地帯の空どうなどによく現われる。 地下

JiI上流部または地下川上に井戸を摺って録

水するこ とができる。
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11. 7](回カンガイ
PADDY FIELD IRRIGATION 

カYガイを水凶カンガイと畑地力、ノガイに分け， ことではカ γガイ全般につい

ての基本的な用語および水悶カシガイに関係ある用語を扱ったロすなわちカンガ

イについての種々の立場での分類，水田の状態，用水の消費，用水路，胤水の水質

などについての用語を主とし，水田編作用語のうち関係のあるものを加えた内ヵ

ンガイ施設については， 貯水工 (p.93)，取水工 (p.102)，水路工 (p.t05)など

として別項に集めた。

カンガイ irrigation.作物を栽湾与するに当

た って栽培に必要な水を供給し土地の農業

的生産力を永続的に高めるために水を耕

地iC納織的に導き，行き届いた管理のもと

に地域的に配分する ζ とをいい，この水を

カンガイ用水 il'riga tion water という。

カンガイの分類 classiIica tion of irriga-
tion目種々の基準により次のように分類さ

れる。

①カYガイする耕地の種類によるもの

水回力ンガイ paddy field i.，畑地力ン

ガイ fieldi. なc:.。
@用水源の種類によるもの

阿川カンガイ，貯水池カγガイ，地下水カ

ンガイ.ユウノkカシガイなど。

@カ:ノガイ地域における用水の支配状況に

よるもの

全面的支配にあるものを完全力ンガイ full

supply i.，簡給の程度にあるものを補給力

ンガイ supplemental i.主いう。

@用水源とカγガイ地域の位置の高低によ

るもの

用水源が高〈自然ゴウ自己で給水する!易合

を 自然カンガイ gravity i. ; flow i.， 

用水源が低く揚水機で給水する場合を揚水

力ンガイ lifti. ; mechanical i. ; pu-
mping iという。

@カジガイ心(且践によるもの

ふつうはまとまった組織的な用水路*をも

つが， 単に地形にしたがい水流のはんらん

にまかせる原始的なものを洪水力ンガイ

inundation iとu、う。

@用水路正耕地区画の配置によるもの

すべての耕地の区画が用水路に楼し直接に

絵水できるものと，上流の耕地区画のみ用

水路に接しその区画を通して順次下流の区

画に給水するものに分けられる。水同の場

合，前者を回ゴトカシガイ，後者を図越し

力ンガイ plot-to-plot iという。

@用水の反復の有無によるもの

反復利用事しているものを反復力ンガイ re-

peating i. (落水カンガイ)，とくに選元水噺

主して利用しているものを還元力ンガイ

return tlow iという。(循環カソガイ#と

もいう)。

⑧季節によるもの

周年カンガイ perennial i.，ー時力ン

ガイ seasonaJ i. ，non-perennial I.. 夏

季カンガイ summer i.，冬季カンガイ

winter i. なJ子。

⑨作物の種類によるもの

水稲カンガイ， 陸稲カ ンガイ， ワサピカγ

ガイ， ソ菜カンガイ， 果樹カ Yガイ，牧草

カγガイなど。

⑩作物の生育期によるもの

水稲の首シロカγガイ，花水車 γ ガイ(穂

バフミ期~開花期〉 など。 とくに作物の牛ー

育期にしたがい水の必要度に応 じて給水す

るものを適期カンガイという。

⑪水管理によるもの



( 78 ) 1L丞E竺一三jj_壬

連続方ンガイて間断カγガイ*，循環カソガ

イ事など。

⑫タソ水の有無tこよるもの

耕地にある漂さの水をたたえるように給水

する場合をタン水力ンガイ 到ood j_ (比
較的に深いときを深水カンガイ，浅いとき

を浅水カνガイ)，水をたたえないように給

水する場合を非ダン水カジガイという。

⑪カγ水量の多少によるもの

作物の殺結ーに必要な水量に対し，必要以上

に過剰に給水する場合を過剰力ンガイ ex-

cess (over)i..用水の節減に留意して怖;Jc

栽培*に基づいて給水する場合を節水力

ンガイwatersaving iーという。

@用水の水ilJt， 7k質によるもの

水温によりiffit7Jcヵνガイ，冷水力Yガイ，

水質により;定泥力ンガイ co1matage，肥

効水力ンガイ organic i. (肥料散布カシ

ガイ)，汚水力ンガイ sewag巴 iなど。

⑮カγガイの目的と効用によるもの

湿潤力ンガイ moisteningi_肥培力ンガイ

manunng 1.，送泥力、ノガイ，シロカキカ

シガイ，除塩カンガイ，保温カYガイ，幸fE

草防除力 Yガイ，病虫害防除カγガイ，風

食防止力γガイ，霜害防止カYガイ， m雪

カンガイなど。

⑩カγ水の方法によるもの

地表カシガイ叱地下カ Yガイヘ地上カνガ

イ*など。→カYガイの方法。

力ンガイの方法 irrigation method カン

7Jcの方法によって次のように分けられる。

I 地表カンガイキ

A 越流カンガイキ

① 越流法 freeflooding method(ゴ

ンタ{ディッ チ法勺

⑨ ボーダー'$.ホ

③ 区分法事〈貯留法〕

@ 7K盤法ヰ

B ウネr.nカンガイ*

① ウネ開法 deep furrow method 

② 細流法 corrugation method 

E 地下カ、ノガイ本

E 地上力ンガイ overhead irrigation. 

A 浸出カ ンガイホ

B 散水カジカ・イ事

① 多孔管法*

② 小事Lホース法 eye1et-hose syste-

m 

③振動散布法 osciUatingsprinkl-

er method. (Skinner method) 

④ スプリングラー法.. (回伝散布法

circular sprinkler method) 

(1) わが国の水mカンガイは区分法に属

してし、る。

連続カンガイ continuous irrigation. 用

水を絶えず耕地に力、ノ水するカYガイ方法c

水田では用水の豊富なととろ，または砂質

の漏水過多岡などで行われる。水経済，水

祖が上昇しないとと，土主主巾養分の1m亡な

どの点、で好ましくない。この場合，水ジリ*

からも絶えず流出しているものをかけ流し

正いう。そうでないeきを押し水という ζ

とがある。
間断力ンガイ intermi~~ent irrigation 

給水を間断的fC行うカνガ「イ方法。水回で

は，たとえば 1日カγ水をつづけて 2日止

め水するとか， 1 13のうち夜間だけ力ン水

して昼間止め7Jcするなど，用水の節約，水田

における冷水害防除，作物の節水栽培W な

どを目的色する。〔止め水力ンガイ]

循環カンガイ circulatingirrigatJon①カ

ンガイ地域をいくつかに区分し，地域全体

としては連続カンガイ*するが各地区につ

いては間断力γガイキするもので，たとえ

ば甲地区に12時間，乙地区に10時間，内地区

に8時澗のように順次循環して給水する方

法。輪番力ンガイ follow-on i. 脊水織

ともいう。@一つのカ ンガイI也械において

還元水事を揚水して再利用し用水の節約と

利水のr.ist.化をはかるカンガイ方法。これ

を還元カソガイともいう。

用水源 source of irrigation watel'. カ

ンガイ用水のlJc初旬河川，湖沼，地下水，

ユウ泉，貯水池などがこれに用いられる。

用水路 irriga tion cana1 カジガイ用水を

送るための水路。その組織と機能により;!C

iJJ，lからの水協を幹線用水路 main canal， 

ζれから分岐する水路を支線用水路branch

_11. 7k_旦主三互_j_ (79) 

canal，耕地に沿うオ、路を最小用水路 ditch I 耐虫t告を回避し，秋落ち事を防ぎ労働配分を

という。 I ょくし.稲作の安定，地力*のi首進目経営

用排水組織 irrigation and drainage sys- I の安定，水同の多角利用をはかり，合理的

tem 地形的にまとまった地域を一つの水 ! な作付体系の確立に役立たすととを目的と

利系統にととのえ，総合的に計画し，用排水| する。

施設r本を盤備して水路網を臼目配己置する ζ とe，ま | 節水毅培 wa凶te

たJそtの情成と内容をしい、づう B →力 γガイ組織 | 生理的には常時タン7水k状館で生育させるよ

用排水施設 irr口1培gati凶onand d伽ra剖mag酔ef匂a- I りもI 7.水Kを必要とする時j朋師に重点的にカン

cility. 力ンガイと討排F水のために設けられ I 7水kする方が収量が多くなる@これに基づい

る〆ム本'セキ傘，水門¥水路，rx'砂池. I た主主階方法で一般に用水量が少なくてすむ

分水施設などのf~造物。 I 場合が多いが，用水管理については目労力

用排兼用水路 duaJ-purpose cana1目 カγ | 的で問題が多い。 111植後の活着期間と穂パ

ガイ地域において用水路ホと排水路患を兼 | ヲミ}聞から出揃j切にわたる期聞が水を最も

用する水路。たとえば上流の水田に土 って | 必要としている。

は排水路，下流の水叫にとっては用水路に i ジキマキ栽培 direct dril1ingーイネの栽培

なるなど。 I において首移植(岡樋)主主培に対し，直感

用排分離 separation of irrigation and I 本回に種マキする方法で，本国が乾田の場

drai nage canals カγガイ地域の用水 | 合を乾悶ヅキマキ， 9:/水田の場合をタ γ

路孝と緋水路ヰを別に設け，それぞれの闘 | 水ジキマキという台ジキマキをする色発芽

的にそった機能を十分に働かせること。 I が不ぞろいになったり，栽植1't，'度が不均一

用排水操作 operation of irrigation and I になったり，水凶管理の困難を生ずるが，

drainage system.一つの用排水組織ホに | 苗床管理，移植労力が不要になるので省力

おいて同封|水施設診そ総合的に管理運営す | に向いている。

るζ と。 I芽干し dl'ainageafter sprouting. 7Jc苗

クリーク creek_ 低平地に細削された水路 | シロ，折衷苗シ戸などで，よそミの発芽後の

網。佐賀平野に多く見られる。 I 生育を助けるためにカン水を止めたり，ま

カンガイ期 irngation period. 作物を栽 | たミゾにだけ数日閣タン水を説けること。

培するにあたってカシガイを行う期間。た | また9:/水ジキマキ栽培の場合も行う。

とえばイネの普通栽培では4~5 月どろか | 中干し nakaboshi drainage; mid-su皿ー

ら 8~9 月どろまで。 l年のうちの残り I mer drai nage_ イヰの栄養生長期間，最

の期間を非カンガイ期 non-irrigation 両分ケツ期を過ぎて分ケツ停止期に近づい

period という。 I たとろにノk聞を緋/)\し 7~1O日間ぐらい
落水〈ラグスイ) drainage of residual I 畑状態にするζと。土のiili気をよくし窒素

water. 水回のカンガイで，イネの成烹朝 | の過効を押え，棋の若返り.硫化水素の発

に至って用水を止め， 9:/水を落とすこと。 | 生防止に役立つ。暖地でとくに有効である。

カンガイの終り固またカシガイ期間中にタ (土用干し]

Y水を一時的に落とすことをいうこともあ | 酋シロ nursery bed. イネの在[を育てるた

るc →芽干し，中干 し 、 | めに，とくに選んだ耕地の一部。芽干し事

早期栽培 early-season culture (cultiva- I の時のほか常時タ γ水するものを水苗シロ，

tion)ーイ ネ¢栽培において栽培期を普通の | 畑に設けるものをオカ苗シロ，両者の長所

慣行(普通栽培 normal s四回nculture) I をとり入れたものを折衷苗司ンロ， 畑に木で

より早い時期に移して行うζと。反対に， I ワグをつくり油紙， ピニールなどでおおい

よりおそい時期に移して行うのを晩期栽培 | 床土の下に発熱材料をおく ものを温床ナワ

late season cultureという，気象災害 ・ | シロ，おかないものを冷床苗シ "'.折衷苗
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シロで焼もみがらをまいて温床紙でおおう l 聞は畑状態にして畑作物を作付し，のち再

ものを保温折衷首シP，ピエーノレをト νネ | び水田にもどす。順次ζのように水岡と畑

Jレ式にかけるものをビニール苗シロ色いう。| に変互に土地利用する方法。

シロ力キ shirokaki ; surface 50il pud' 

dling.本1flにおいてイネの同植の前に!il:/

水状態で行う砕土作業。漏水を防止し，移

植を容易にし，肥料を土中IC混入し，有機

物の分解を促進し，国国1を均平*にし，雑

草を埋没するなどを目的としている。この

ための用水をシロカキ水という。

練りシロカキゆkneadingof sur face soil. 

耕土を水で飽和した状態にしてとくに念入

りに繰りを加えるようにして行う γロカ

キ九漏水防止に役立つ。
アゼ塗り border coating. 本聞にイキを

同値する前に，アぜからの漏水を防く・ため

にアゼの表面を土で塗り回めるとと。

イツク itsuku; hardening of surface 

soil. ある土性の作土がシロカキホ後に沈

定して硬化するζ と。シロカキ後時聞が経

過するにつれひど〈なり，田植のときに作

業能率がおもる。イネの分ケツを妨げる ζ

ともある。砂質土療や乾岡または有機質の

乏しい土壌ほどよ〈イツグ。畑状態から水

回にしたものはイ γタ。[作土硬化〕

天水田 rain-fed paddy field. 自然の降

水のみにたより他にカ γガイ水源をもたな

い水回。
谷地図(ヤチダ) paddy fie!d !ow-lying 

valley bottom，谷あいにある水田。高台

からの浸透水またはユウ水を用水根とする

が，一般に地下水位が高いためi盟国になっ

ている。〔谷津田)
還元国 restored paddy field もともと

水田であった耕地で，その後ある理由で畑

として使用していたが，再び水田に還元し

たもの。→剖畑1;荷換
給換回(畑)rotational paddy field(farm)， 

国知輪換専をしていて現在は水聞として作

付しているもの。 畑として作付しているも

のを輸換畑という。

田畑輪換〔デシパタ リンカ :/)rotation 

from paddy ta athel' crops，耕地を数

年間水田としてイネを作付したのち，数年

陸困 fie!dconverted from upland to 

paddy.畑を池ならしして， タン*カシガ

イキあるいは間断力 γガイ命をすることが

できるようにした耕地。地目勺主畑であるが，

イキを{乍っているときは*回キと区iJUがな

い。多くはポンプ湯水をしている。

水口(ミナタチ) in!et for irrigation wa. 

ter.一つの田区において用水を取り入れ

る口。

水ジリ(ミナジリ) outlet for irrigation 

water‘ 一つの国区において余剰の水を

排出する口。

蒸散 transpiration. 作物体の表面か

ら水分が蒸発されるとと。蒸散には表皮を

通じての表皮蒸散あるいはグチグラ蒸散と，

気孔をJl!!じての気孔蒸散とがある。前者は

後者に比較してわず、かである固蒸散する水

量を蒸散量という。〔葉面蒸発〕→蒸散係数

蒸散係数 transpiration coefficient.作物

の乾物1gr を生~するに必要な蒸散量
(gr単位〉て・，生育WJ問中の蒸散量を作物の

全乾物量で割った値。普通300~500の範囲
にあり， この逆数を蒸散効率 transpira.

tion efficiency という。[素敵事〕→蒸散

要水量 water requirement 作物が生育

期間中に吸水する水量。蒸散量と作物体を

椛成するために要する水の量の和であるが，

近似的には蒸散量に等しいとみなす。

水面蒸発 evaporation from free water 

surface. 河川湖沼，水路，貯水池.水

固などの水面からの蒸発。

蒸発散 evapotranspiration;ET 作物体

からの蒸ffl:*と耕地面(水田では水面，畑

では士接面〕からの蒸発を合言|したもの。

農業上ではとれらを個別に知るζとも大切

であるが，実際的にはむしろ合計で考える

ことが便利で，との合計した水量合蒸発散

量という。→消費水量 J 

計器蒸発量 pan evaporation.蒸発苦|の

蒸発量。とれは主主面，水面，土嬢面からの

蒸発を取扱う ときのよりどとろとされる。

1t. 7K用方 Y ガイ ( 81 ) 

蒸発計は小型〈口径20cm，l?Ii!き10cm)と | 周水量 duty of water ; irrigation 

大型(口径120cm，深さ25cm)があるD I requirement カγガイ用水市の量。時閣，

蒸発抑制 evaporation reduction 種々 | 直積との関係で表わす。単位は一定面積当

の水面蒸発*や土臆面蒸発を人為的に抑制 | りの流量(I/s町/ha)，ー定1時間当りの水深

すること。たとえば水商に高級アノレコーノレ， 1 (mm!day).一定流量(1m'/5ec)当りの

脂肪敵などを展開したり，また士盤面を直 | 面積 (ha)などで示す。作物の各生育期間

接に被覆したり(マルチ mulchという)， I ごとについてを季(期〉節用水量 seasonal

浅く耕すζとなどをいうロ I duty of water，過多.過少でなく適当な歪

図面貯留 field sur face 5ωrage，同区の | を適正用水量 optimum duty of water. 

アゼを利用し用水や降水を貯留するとと。 I カソガイ計画に採用する量を計画用水量

タン水深 depth of f!ooding water. 7K I designed duty of water (m'!配 c)目 計

聞に用水をタγ水させたときの水深。比較 | 両の計算の単位となる量を単位用水量 un-

的に浅い正きを浅水(プサミズ).漂い土き I it duty of watel' (mm/day)，カYガイ

を深水(フカミズ)という。 I 期閣を通じての総量を総用水量 totaldu-

有効雨量 effective (available) rainfall， I ty of water (mm， m'jhaなど)という。

ヵνガイ期間存中の耕地内に降った雨量の | 純用水量 netduty of wa t町ー耕地内で

うち用水色して有効に利用できるもの。水 | 消費される正味の水量。純用水量=蒸発散

問では概算削にはカンガイ期間中の紬弔量 | 量+浸透指失水量十表面流去量一有効雨

に対し70~80%ぐらいである。 I 量ホ

浸入 infiltratio置 土居室の表面から水が|粗用水量 grossduty of water. 幹線水

浸潤ホにより土塩基中にしみとむとと。 I 路ホまた社支線7Jc路事の取入れ地点におけ

浸 潤 seepage，ごL壌中の水の運動のー| る流入量とその水路によ ってカシガイされ

つ。運動の方向に前線があって漸進してお | る耕地のI面献との関係を表わす量で，純用

り，水が到達した部分(浸潤部)と未到達 | 水量*に導水中の水路煩失木監を加えた水

部分とに会〉れている。 ζれは毛管力t重力 | 堂。杭用水景=純用水量+水路損失申に対

によると考えられる。 I する水量

浸透 percolation，土壇中の水の運動の|減水深 water requirement in depth， 

一つ。給水源と流れの末端とが注連続してい | 水田において蒸発散量と浸透最の和が一定

る流れで浸潤キのような前線を持たない。 I 時間中にどれほどになるかを水深 (mm)

とれは重力によると考えられる。層流本の | で示したもの。たとえば目減水~ mm/day。

場合はダノレシー式 (Da代 yformula)が適 | 適正用水量を減水深で示すときは適正減水

用される。→透水係数 | 深 nptimumwater duty in depthとい

適正浸透量 optimum quantity of perωー | い，イネの生育期に20サ 5血 mjday 程度

!ation， 水田でイネを栽培するとき，イネ l である。

の生育のためにはある程度の授透キがあっ | シロカキ用水量 water requirement for 

て士集中の水がゆるく動いていることが望 prepara tion of paddy field凹植の前に

ましい。 ζ の浸透の適量をいう。 10~15 I アゼ塗り字とシロ カキキの作業のために使

mm/day程度と考えられている。士壊の成 | 用する水量。水深にして約100~20伽回目。

分のI容脱.!ilン水中の溶解物質の導入.J i治容 | 水路損失 C印o凹nveyance10回;tr同ans叩n則I

千存主主子'i'i酸費素傘の補給'熱移1濁動司副Jの促進などに役立 I !oss， 導水中の水路における蒸発，浸透，

つ。 I 漏水などによ る損失。その水量を水路領失

浸透抑制 perco!ation control， 浸透*に | 水量といい，ふつう通水量に対しての%で

よる土塩基中の水の運動を人為的に妨げ，抑 | 表わすが，また水路の単位長さ当たりの水

制する乙と。→客土，床締め | 量，水路の潤買の単位面積当た りの水量
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(7)<1震〉などの単位を用いるとともある。 J 物にとっては日雨量5mm未満はほとんど

反復利用 問 peating回e01 water. 上流 ! 蒸発で失われ生育に役立たないので実際的

の水悶にカンガイした:ffl水の一部が浸透に | に無降水日と考え.干天にかぞえる。

より下流に浸出したり.また表面流去，排|水温 water temperature. カンガイ 用

水により下流!C流出するが，これを下流の | 水の水温は作物の生育に適当でなければな

水田で繰り返し用水として利用するζと。 I らない。高過ぎれば高温降寄与を，低過ぎれ

また， ζの水を揚水して.再び上流にかえ | ば冷ぷ障害'をまねく。イネについての適温

し用水として再軍00するととを澄元利用と | は約3O~34.Cで.活着には3ゆ~3S.C，茎

いい，乙の水を還芳水returnflowという。| 禁の伸長には30~32"C， 分ケツには詑~

広地機水田用水量 irrigation問 quirement I 34"C，穀実生産には28~30"Cと考えられ，
on large proiect.水聞の用水量を考える l とくに活着j切と分ケツ矧の高水温，分ケツ

とき.個々の問区についての用水1置に対し，I 期を通じての昼伎の較差の大きいととがよ

数多くの四区をまとめた広地践を対象とす | く，また幼徳形成}切.生殖細胞分裂期の水

れば， その地域内での反復利用$が加わり， I 温がたいせつである。収量に影哲習を及ぼす

地域全:休では比較的に用水量が少なくなる。 l のはほとんど出穂前に限られ，出総後は認

このように広地域を総結して考える用水量 | めがたい。

をいう。 J 熱伝達係数 heat transfer coelticient. 
寝付lす面積 acreage 01 planted field. I 異質の2物質問で黙が伝えられるのを熱伝

実際に作物を値付けて栽惜している面積。 I 速という。水両の顕熱受熱は水温0が気温

年間の二上地利用率を求めるときは植付け延 I O.より低い場合に起り， その量Lは両者の

ベ酬を轍う。 I臨差に比例し，L=h(ι-0)。もしω
膏立ち 戸田rstands. 干~.や冷水隊害. I ならば放熱となる。 との比例定数hを熱伝

によりイネが成熟JUIになっても育〈未熟の | 逮係数という.水面では2cal/m'.。仁・田C

ままの姿で実りに陣容をう けているζと。 I 内外であって，風速その他の条件で変化す
秋落ち akiochi (a low ri白 -cropdue I 為。

to adverse factors).イネの生育について i 熱収支 heat budget.士境面.水面におけ

初期は正常でむしろ蜘であるのに.ある | る劉.糊についてエネルギー保存の法

時J明から根の障害で 綿失調となり，れ | 腕適用した関係。一般には，~塩放射量+
方が慈く下楽が早〈枯れ上がって砲の熟色 | 土中 (水中〉伝達量+潜熱筒霊童+顕熱伝

もきたなく，思ったほどの収量が得られな | 逮量=0となる。

い現象。鉄分欠乏.排水不良，漏水過多，腐 |平自降水温 balanced water民mpemture.

植過多，茂耕土などの水岡に起こりやすい.I 水面の熱収?において全受熱量(吸収級

車作 田印nd(ary) crop (ping).主作物 | 射熱・顕熱受熱・潜熱凌熱〉が正の間は水

の収磁後.翌年の作付期まで， その跡地に | 温は上昇するが.昇温するにつれ全受熱量

f也の作併を践践して土地利用をはかること。| が小さくなり昇泊の速度が鈍る。ついにあ

たとえば水間の裏作としてレゾゲを，ムギ | る温度になると蒸発と伝達による放熱が吸

剣の裏作としてダイコンを糊するなど。 I 収放射熟と等しくなり全受紬がゼロにな

干 害 d削 ghtdamage (disaster).千パ| る。この点で水温は上昇を止め燃の出入は

ヅによって生ずる作物の生育被害。主と し l 平衡状態になる。乙のときの水滋を平衡水

て土擁中水分の欠之による被害。まれに紘 | 温という。〔終極温度〕

夙による被害がある。 I;膏温障害 injury cau剖 byhigh water 

連続干天日数 continuousdrought days目 I temperature. 用水の水温カ哨過ぎると

無降水日が連続する日数。 気象観測では日 i きの作物の生商確害。 イネについて許容さ

雨量 O.lmm未満を無降水日というが.作| れる最高の水温は約40'Cである@

1L水困 カジガ イ (83) 

冷水障害 injury caused by low water 

temperature 用水の水温が低過ぎると

きの作物の生育障害。イネについて許容さ

れる最低の水温は約20.Cで，130C以下に

なると生育が停止する。主主t畜期間中の気温

が低く.日照時聞が少ないときに起る冷容

とは区別される。

3E水~設 water warming faciliti回ー用

水の水温が低過ぎて冷水障害事を生ずるお

それがある場合に設けて水温を上昇させる

ための土木施設。温水路waterwarrning 
canalJ 温水池 waterwarming pond 

などがある。

水質 waterquality. 水に合まれる図形

物I:i容解成分の性質.量，t成度などの状態。

周水の水質は作物の生理を寄せず，土星量の

性質を悪くしないような範囲でなければな

らない。水質を改良するには固形物には沈

砂池を設け，i容解成分には自浄作用を促が

し，濃度を希釈し.石灰中平11などで除濠す

るほか.沈殿池，地下注入，地下水注入の

施設などを設ける。

ppm (ピーピーエム) parts per mill ion 

溶解のI}~度を表わす単位。 1∞万分 1 の単
位。水 11中のmg.単位に当たる。

比鑑抗 specific resistance. 単位断面

積，単位長さの導休の電気抵VIら ohm.cm

単位。乙の逆童文を比電気伝導度 specific 
electric conductivity という。 {比電気

抵抗)(抵抗串]

電気伝導度 electric conductivity. 浴液

の電気伝導度はt容解庖類の濃度をじん速に

総合的に知るに{主主つ。比電気伝導11:-

mho/cm単位で表わすが.温度1.Cについ

て約2%~国大するので測定時の温度を正確
に測る必要がある。 25.C，lO-'mho/cm単

位の数値は総陽イオン量(または総陰イオ

ン量)me/l単位の数値に近似している。

〔電導度)(導電率〕→比抵抗

2寄り度 turbidity. 水の濁りの度合。比較

的大きい栓子.たとえば結土，プラング ト

ン，デYプンあるいはタシパタのような分

子が有在しているときに濁る。自陶土の慰

濁1夜を標準液として比色管を用いて比較し

測定する。

硬 度 hardness 遊雌無機温を多く含む

ためセッケγ水のあわだちを無効にする程

度をいう。正しくは遊鯵無絞首長く.Ca，Mg，

鉄など)の総当量を定めるととが必要であ

るが，普通の水ではCa，Mgが支配的なの

で， との当量をζれに相当する CaCO.ま

たはCaDで表わす。表示単位は国により異

なる。最近わが国では，アメリカの単位Ca

CO，l ppm*= 1度が用いられる。

B.O.D biochemical oxyg-en demand. 下

水，工場廃水のよ うに汚梁を受けた氷につ

いて，好気性菌により分解される有線物が

安定化するのに要する蔽索量をppm*で表

わした量。 完全に安定化するには 20.Cで

100日以上かかるので.測定は20.Cで，5日

を椴準とするならわしになっている。〔生化

学的厳素要求量〕

溶存自章表 dissolved oxygen. 水中1::溶解

している遊離殴索。との多少は生物とくに

魚類の生息に関係が深い。

毒 水 harmfulwater.酸栄養またはア

ルカ P栄莱の非調和型の水。乙れらは酸性

またはアルカリ性が強いので，生物の生活

環境として不適当で害作用がある。わが国

では硫酸根による酸性の害が多い。 -・pH

塩分濃度 salinity. 水に浴用干している復類

の漁度。海水の場合ζの極分の霊は塩素量

との聞に一定の関数的関係があるので.岩塩

素量(塩索と抱紫1::酎~されているとする
兵索およびヨウ索の全• .1)を測定して算出

する.

塩 害 回ltinjury.①用水の話量化物含有

量が多いために作物の生育に与える容。イ

ネは NaCl O .1~O.2%で生玉虫l障害を生

じ，O.4~O.5%で枯死する。③潮風警の乙

とをいヲ ζともある.
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12.畑地カンガイ
FIELD IRRIGATION 

水田カ シガイおよびカシガイ全般についての基本的照語は水回カンガイ(p田77)

にゆずり， ζ こでは畑地カ ソガイに主として使われる用話にと どめた。まず畑地

カシガイの方法を分類し，調査.計画， 設計についての用語をえらび，さらにカ

ンガイ効率，諸器具などの用語を加えた。なお.土色面水に関 する用存在は土獲

(p. 44 )にまとめた。

地表カンガイ surface irrigation. 地表

面に水を流して配水するカンガイ方法。と

のため畑地の重量加を整地してコウ配を一定

にする必要があり.方法によって次の三つ

に分類される。

①館流カンガイ fl00dirrigation 

(1)ボーダー法 bordermethod コウ配

のある畑地を低いケイハンで細長く帯状に

区切り，給水路から全面的にカン水する方

法。{21コンターディマ チ法 ∞ntouTditch 

method. 等高線に泊ってミゾを作り.7Ic

を越流させるか，または水を導き11:1して給

水する方法。傾斜地における粗紋な牧草，

穀物栽情に対 して多く行われる。(31水盤法

basin method.ー本または数本のF堅持1に

対し，その周囲にウネを立ててその中にF

Y水させる方法T区分法 checkmethod 

(ホ場をウネにより多くの平たい区画に分

けてカシ水する方法〉 の一種。、宮

@ウネ問カン11イ furrowirrigation. fl頃
斜したウネ簡の流路の一端から水を与え，

水先が流下するにつれ浸満作用によっ‘亡順

次根薪域を測す方法。

③浸出力ンガイ ωzeirriga tion多孔性

の布ホースを使用し，ポYプでホ{ス内の

水圧を上げて送水し壁面から水をしみ出さ

せ作4tに給水する方法。 不整地にも利用さ

れるのでttt上カンガイ*と呼ぶζともある。

散水力ンガイ spray irrigation.水に圧力

をかけてノズルから噴射させ，雨I筒状また

は唄霧状にしてカ Yガイする方法。 地表カ

ンガイ傘ではさけるととのできない土屋の

浸透鍋失，地表状態の不均一による損失を

少なくできるが.一方では風の影雪習を多く

受ける。これには次の2方法がある。

①スプりンクラ一法 sprinldermethod. 

皮力水をスプリジダ ラー*のノズノレから噴

射させ，雨摘状にしてカシガイする方法。

日本で混;も多く収用されており，ふつうζ

れが散水カソガイとよばれる。

AプY'/タラーセットの組立完成図
@スプリ ソダラー ①λプ9'/!lラーソケット
@立上り管 @支柱(三脚) (i)アルミ軽合金管
@立上りカブラー(立ヒり用継手〉 ①カブヲー
(継手j ω十字カプラー @"''/ドプラグ ⑫ 

メタ ラセ Y ⑪ベンドカプラー(州継手〉 ⑬立
上~ :1ゲツ. @圧力計@ポ Yプ

②多i管iま perforatedpipe method. 

一定間隔にノ ズルを備えたパイフ.を適当な

12田畑地カ ンガイ ( 85 ) 

間隔に配置させるととによりカシガイする i られる。

方法。収益の多い特殊な野菜や果実類など | 有効雨量 a vailable rainfal1. 畑地 に降

のカ ンガイに多く用いられる。散水カ γガ | った雨のうち，作物の生育に有効に利用さ

イはまた設備の可i館性の程度によって次の l れる雨量。畑地方 γガイホの計画においては，

三つに分けられる。 1 1日当り 4-5mmまでの降雨1置は無効と

{11固定式紘設 permanent唱 ystemfa- I している。また.ヵγガイ直前に降った雨

cilities. 果樹闘などに設置されるもので. I は. 1聞のカγ水量までは有効であるが，

散水幹線， 支線ともに地下に埋設して固定 l カYガイ直後に降った場合の有効雨量はほ

したもの。 {21半固定式施設 semiperma- 1 とんどゼロとなる。

nent-systern facilities町幹線だけを固定し.1有効水分 available moisture;AM 一般

支線を可搬式としたもの。わが国で最も普| に作物脚土中から助けるのは，ホ場容

及している方滅、 (8)可縄式施設 portable-I 水量旬、らシオレ点4までの7l<分とされてい

system facilities. 幹線.支線ともに容 | るが，作物の生長に有効なのはとれよ り前

易に移動運倣できるもの。 1 の初期シオレ点*までで，畑地カンガイ計

地下カンガイ sub-irrigation 耕地のポに | 困で使用される有効水分とは後者をさすと

導水して.毛管作用により根群域に給水す | とが多くpF*1. 5~3 . 8水分量に相当するa
る方法.開キョ式と暗キ z式がある。 ζの | また.有効根群域傘の土嬢各層の有効水分の

方法では，侵食を防ぎ.労力もほとんどか l 合計を全有効水分知talavailabl~ moisー

からずに広い農場にくまなくカン水できる 1 ture;TAMとよぶ。根群中のどこか の部

ので有利である。わが国ではまだそれほど | 分で有効水分が消賢しつくされると正常な

盛んに行われていない。 I 生長が阻害されるものと考え，それまでに

消費水量 ∞附umptiveuS巴 作物体が生 | 根群中で消費される水分総量を全容易有効

育するために必要な水量と作物体からの蒸 | 水分 totalreadily available moisture; 

散量および土猿面蒸発量との合計。族発 1 TRAMとよぷ。

散:1:とも呼ばれる。これは 作物の生育状 I24時間容水量 water holding capacity 

t鬼気象要素.土線条件などによって異な I after 24 hours of叩 ilsaturation.畑

り，現世の状態や営母方式などに応じてそ | 地カンガイ の設計において，多量のカ Y水

れぞれ測院することが望ましい。白球発散 i 後. 24時間関の状態の水分立をもってkく

量の鋭略肢は水稲7~ 8 mrn.陸稲 6-8 I に24時間容水量とよぶ。これはほぼホ場容

mm.果樹類3-6mm. ソ菜 3-5mm.1 水量$に等しい。

牧草S-7mmでるる。 I土壇水分測定法 soil moisture-measuring 

蒸発散比四apotranspirat凹 n rat同 国 務 I rnethod. 次の3方法があり，いずれも原

発散量の蒸発言十蒸発i誌に対する比。ET比 | 則として10cm 程度の深さごとに行 う必

ともいう。とれを利用して蒸発散*を算出す | 要がある。

る方法があり，比般的精度がよい。 I ①採土法 soilsampling methodホ場の

蒸発散位 potential evapotranspil'ation; I 土獲を直緩採取して測定する方法。 保土し

PE 作物の生長に対し，十分な水分を与 I 1.こ試料を10SOCの恒温器11'で旋濃させ一定

えた場合の蒸発微量一 | に逮したときの語紗量をもって合水量日

土績面蒸発 evaporation from 田 ilsur-I する。 とれには100cc定$際土問筒を使用

fa出 土境表面からの蒸発。ζれは気象条 l すると使別である。

件と土纏表而の合*:.Ii*によって影'，gIされ 1 ②テンシオメータ一法 tensiomet疋r

る。土筆水分、z多い場合，蒸発の速度はほ I method.テンシオメー!>-"を土中に設置

ぽ自由水面からの状態と等しい。 乙のよう | して水分を測定する方法。測定酬は多く

な蒸発はふつうカン水後1-2日の簡に見 l てもpF・ト2.8程度。とれを殺遣した周辺


	表紙
	目次
	序
	まえがき
	執筆者、範例
	索引（ア～）
	イ～オ
	カ
	キ～コ
	コ、サ
	サ、シ
	シ、ス
	ス～タ
	タ～ツ
	テ、ト
	ト～ナ
	ハ、ヒ
	フ～ホ
	ホ～ユ
	ユ～レ
	1.経済・社会
	2.地域計画
	3.土壌
	4.開墾
	5.干拓
	6.農地改良
	7.農地保全
	8.農業施設
	9.農業機械
	10.水文
	11.水田カンガイ
	12.畑地カンガイ
	13.排水
	14.貯水工
	15.取水工
	16.水路工
	17.河川工
	18.水産土木
	19.統計
	20.測量
	21.水理
	22.構造力学
	23.土質・基礎
	24.材料
	25.ポンプ・ゲート
	26.施工機械
	27.現場
	28.古語・方言
	29.工事契約
	30.法律
	INDEX（A～B）
	B～C
	C～D
	D～E
	E～G
	G～I
	I～L
	L～N
	N～P
	P～R
	R～S
	S
	S～T
	T～W
	W～Z
	CONTENT



