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Summary

The farm-oriented enhancing aquatic system 
(FOEAS), which consists of underdrain and sub-
irrigation systems that keep groundwater levels 
stable, is innovative system used in upland field 
crop cultivation on paddy fields. In this study, 
we examined the effect of groundwater level 
controlled by the FOEAS on the dynamics of 
soil moisture and inorganic nitrogen during a 
cultivation period of soybean in 2009 and 2010. 

In 2009, the precipitation was at usual levels 
during cultivation, and the drainage effect of the 
FOEAS was confirmed from the fluctuations in 
soil moisture. In 2010, despite the low rainfall, 
the yield of soybean was increased owing to the 
FOEAS. The dynamics of inorganic nitrogen 
indicated that the FOEAS affected the microbial 
activity through the control of soil moisture.
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雨により硝酸化成活性が回復したため，9月中旬の
硝酸態窒素濃度の上昇を招いたと考えられた．
また，8月中旬以降にFOEAS圃場の 10cmでの

硝酸態窒素濃度が対照圃場と比較して高く維持され
た．乾燥条件下においても微生物活性の停滞を抑え

る程度のFOEASによる地下からの水分供給があっ
たことが考えられた．少雨条件でのFOEASによる
給水効果は，作物への水分供給力の向上ばかりでな
く，土壌微生物活性の安定化に寄与することも一因
であることが示された．

Ⅳ　摘　要

　FOEASを施工した現地調査圃場において 2009
年，2010年のダイズ栽培期間中の地下からの給水
および播種時の牛ふん堆肥施用が土壌水分特性と無
機態窒素の動態に及ぼす影響を検討した．結果は以
下の通りである．
（1）2009年には耕起播種条件でFOEASによる排
水効果が確認された．高温少雨であった 2010年
には夏期の乾燥条件下においてFOEASの地下灌

漑により対照区に比べて，わずかに土壌水分が
高く維持され，ダイズが増収した．

（2）無機態窒素濃度の変動から，FOEASの給水機
能による下層からの水分の上昇に伴う硝酸溶脱
の低減と，乾燥による微生物活性への影響を緩
和する可能性が示唆された．
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