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ＦＯＥＡＳの構造

補助孔補助孔

補助孔補助孔

幹線パイプ幹線パイプ

支線パイプ支線パイプ

支線パイプ支線パイプ

幹支線パイプ及び補助孔の配置
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Ⅰ．水位制御器及び水位管理器の操作と管理方法

田面の湛水位及び地下水位の設定は排水側の水位制御器のみ、もしくは用水側の水位管理
器と水位制御器の両方によって行うことができます。

図１ 水位制御器と水位管理器の配置図

●水位制御器
１．水位設定方法
(1)内筒の操作

水位制御器は外筒の中に内筒がある二重構造です。内筒はスライド管となっており、田
面から－30cm～＋20cmの範囲で設定できます。内筒をいっぱい押し下げたときの設定水
位が－30cmです。設定水位を－20cmとする場合には、押し下げた位置から10cm引き上げ
て下さい。
なお、内筒の高さ設定は内筒を外筒から一旦引き抜き、地上部において行えば容易にで
きます。

図２ 水位制御器の構造

水位管理器

水位制御器
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(2)耕起後の田面高
内筒をいっぱいまで下げた際の天端高は田面高平均から－30cmで施工していますが、耕
起した場合には5cm程度田面高が上がります。その際には内筒の天端高は約－35cmと考
えて水管理を行って下さい。

(3)水位上昇の確認
水位制御器の上蓋を外してのぞき込み、水面が上昇してきていることを確認して下さい。
スライド管の上部から越流すれば、設定水位まで用水が到達したことになります。なお、
水位制御器のみで水位管理を行う場合は、給水栓の開度を調節して、オーバーフローの
発生を抑制して下さい。

２．注意事項
水位制御ができない、送水したが水位が上がらないなどの事態が発生した場合は、内筒
が外筒に確実に差し込まれているかチェックして下さい。
また、これ以外には、水位制御器や落水枡を施工した際に周辺の埋め戻し転圧が十分に
行われなかったために畦畔の下部から漏水している可能性があります。排水路の法面や
柵渠部分などからの水漏れがないかチェックして下さい。漏水が確認された場合には、
突き棒などを用いて転圧して下さい。

●水位管理器
１．構造と作動
(1)水位制御

水位管理器は「フロート」の上下動と連動して「弁体」も上(閉)・下(開)することで水
位制御（自動給水・停止）が行われます。

(2)自動止水
水位管理器内の水位が上昇するとフロートが浮き上がり弁体と給水管が密着して止水し
ます。

(3)自動給水
水位管理器内の水位が下降すると、フロートが下がり弁体と給水管が離れ、給水を行い
ます。

図３ 水位管理器の構造

給 水 口

給 水 口

給 水 管
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２．水位設定方法
(1)設定水位までの初期送水

水位設定は最初に「水位制御器」で行います(水
位制御器の水位設定方法を参照して下さい)。
給水桝前面の堰板を閉じ、枡内からの田面へ
の送水が行われないようにした後に給水栓を
開け地下給水孔に注水します。水位制御機内
の内筒（スライド管）上端まで水位が上昇し、
越流する状態とします。

(2)水位管理器からの送水と水位設定
給水栓（表面取水用）を閉じ、水位管理器と繋
がる管理用水ホースから送水を行い、給水が停
止する位置に合わせて下さい。

(3)水位の微調整と固定
水位管理器取付管への水位管理器の固定は、上部振れ止めに付
いている本体固定ネジで行います。滑り落ちない程度に締め、
付属のＴ字ハンドルで上下に調節します。
時間が経過し水位が安定したら、水位制御器から越流しない高
さに微調整を行って下さい。

３．注意事項
水位管理器取付管上端高は田面から+30cm、給水桝の床面高は田面から-10cmで施工して
います。しかし、施工時と営農時では田面高は必ずしも同じではありません。

４．維持管理
(1)給水口の清掃

用水の水質が悪い場合や長時間フロートが水没している場合
には水位管理器の給水口に水垢が発生して弁体と給水口の密
着度が低下し、止水が困難となるおそれがあります。特に水
温が高い夏場は定期的に清掃して下さい。

(2)管理水用ホースと水位管理器との接続
管理水用ホースと水位管理器の給水管及び給水栓はホースバ
ンドで固定していますが、ゆるんだ場合には水圧で外れたり、漏水
するおそれがあることから、定期的に点検して下さい。

(3)給水管（軸）とフロート（可動部）の清掃
給水管とフロートの隙間や本体に水垢やホコリ、ゴミなどが付着し
て滑りが悪くなるおそれがあります。定期的に点検し、滑りが悪い
場合には清掃（歯ブラシ等を用いてｺﾞﾐや汚れを除去し、きれいな水
で洗い流す）して下さい。

５．注意事項
(1)水圧と機器の作動の関係

開水路や自然圧パイプラインでは水路等の水面と田面との高低差が少ない場合には、水
圧不足から取水や停水が困難なことがあります。特に水稲栽培時において田面水位が高
い場合にこのような問題が発生します。この場合には、水位制御器のみで水位管理を行
って下さい。

(2)草刈り等による管理水用ホースの切断事故
給水桝や水位管理器取付管周辺に雑草が繁茂すると、草刈り時に誤ってホースを切断す
るおそれがあります。これらの周辺の草刈りは手刈り等で行って下さい。なお、これら
周辺をコンクリートなどで被覆している事例もあります。

図４ 給水桝内の配置

洗 浄 時 給 水 口

給 水 栓

地 下 給 水 孔

堰 板

Ｔ 字 ﾊ ﾝ ﾄ ﾞ ﾙ
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Ⅱ．給水栓の維持管理方法
●自然圧用給水栓低圧型

１．各部の名称

取付管径VPφ100mm

使用圧力（静水圧）0.07MPa以下

最大許容圧力0.11MPa

２．使用上の注意
(1)適用水圧

水圧が0.07～0.11MPaの範囲で使用するようにして下さい。特に最大許容圧力を超えた
場合は、作動不良や水漏れが発生するおそれがあります。

(2)給水栓の開閉 ②
給水栓の開閉は、Ｔ型のハンドルを使用しスピンドル②を軽く廻して行ってください。
必要以上の力で給水栓の開閉を行うと製品の機能に支障をきたすおそれがあります。

(3)逆流防止枡 ⑭
田面水位が逆流防止枡の上端を越えると水がバ給水栓内へ逆流する可能性があります。

(4)冬季の管理
冬期は凍結の恐れがありますので、未使用時にはスピンドル②を廻して止水弁⑦を全開
にして、給水栓内の水を抜いて下さい。

(5)長期間不使用の使用
長期間使用しない時は、空気溜まりが生じること
があることから、止水弁⑦を徐々に開け、空気が
抜けたことを確認してから使用して下さい。

(6)逆流防止桝の取り付け、取り外し方法
逆流防止枡⑭を取外す場合は、逆流防止枡をＯリ
ング⑰に押し付けながら左に廻し、真上に持ち上
げます。
取付ける場合は、給水栓上部より垂直に降ろし、
逆流防止枡リベット部⑮をボディの逆流防止枡固
定ツバの孔部⑯に差込み、Ｏリングに押し付けな
がら右に廻して固定します。

閉じた状態開いた状態

閉じた状態
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(7)止水弁のゴミ除去
止水弁⑦にゴミが詰まり正常に機能しなくなることがあります。少なくとも水稲の取水
開始時と収穫後には必ず次の要領で清掃して正常に機能するか確認して下さい。
給水栓内部のゴミを排出するためには、スピンドル②を廻すことで、止水弁⑦を全開に
し、再度閉めるという操作を何回か繰り返して行って下さい。木の葉やワラなどの大き
なゴミが給水栓を固定する支柱に引っかかっている場合があります。その際には手で引
き取って下さい。
上記方法でも正常に機能しない場合は、次の手順に従い給水栓を分解してゴミを取除い
てください。なお、分解の際に部品を紛失しないようご注意下さい。
1) 用水路の制水弁を閉じます。
2) 六角ボルト⑩をスパナ等の工具で4本とも取外します。
3) ボディ④から軸受③を真上に持上げて取外します。
4) 給水栓内部のゴミを取除きます。
5) 上記の逆の手順で取付けます。
これらの措置を講じても正常に動作しない場合は、止水
弁⑦が磨耗等で傷んでいる可能性がありますので交換し
て下さい。
止水弁⑦を交換する時は、止めﾈｼﾞ⑧をﾌﾟﾗｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで外
します。（本体部品の交換は、製造元の専用部品を使用
下さい）
使用期間中においても、用水には草や落ち葉、ビニール
類が混入して、ゴミ詰まりが発生することが多々あります。用水吐出量の減少を確認し
た際には止水弁部をチェックし、必要に応じて清掃を行って下さい。
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●自然圧用給水給水栓高圧型

１．各部の名称

取付管径VPφ100mm

使用圧力（静水圧）0.20MPa以下

最大許容圧力0.30MPa

２．使用上の注意
(1)適用水圧

水圧が0.20～0.30MPaの範囲で使用するようにして下さい。特に最大許容圧力を超えた
場合は、作動不良や水漏れが発生するおそれがあります。

(2)給水栓の開閉 ②
給水栓の開閉は、Ｔ型のハンドルを使用しスピンドルコネクター⑩を軽く廻して行って
ください。必要以上の力で給水栓の開閉を行うと製品の機能に支障をきたすおそれがあ
ります。

(3)飛散防止カバー ④
田面水位が飛散防止カバーの下端を越えると水が給水栓内へ逆流する可能性がありま
す。

(4)冬季の管理
冬期は凍結の恐れがありますので、未使用時には止水弁③を全開にして、給水栓内の水
を抜いて下さい。

(5)長期間不使用の使用
長期間使用しない時は、空気溜まりが生じることがあることから、止水弁③を徐々に開
け、空気が抜けたことを確認してからご使用して下さい。

(6)止水弁のゴミ除去
止水弁③にゴミが詰まり正常に機能しなくなることがあります。少なくとも水稲の取水
開始時と収穫後には必ず次の要領で清掃して正常に機能するか確認して下さい。
給水栓内部のゴミを排出するためには、スピンドルコネクター⑩を廻し、止水弁③を全
開にしてから再度閉めるという操作を何回か繰り返し行って下さい。
上記方法でも正常に機能しない場合は、次の手順に従い給水栓を分解してゴミを取除い
てください。なお、分解の際、部品を紛失しないよう注意して下さい。
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1) 幹線の制水弁を閉じます。
2) ﾎﾞﾙﾄ⑧、平座金⑨、スピンドル

コネクター⑩を取外します。
3) 六角ボルト⑦を４本とも緩めま

す。
4) 飛散防止カバー④を反時計回り

に廻し、真上に持ち上げます。
5) 平座金付六角ボルト⑤を取外し、

ボディ②から軸受①を取出しま
す。

6) 給水栓内部や異物除去フィルタ
ー⑫の串部のゴミを取除きま
す。

7) 軸受にＯリング⑥が設置されていることを確認し、上記の逆の手順で取付けます。

上記措置を行っても正常に動作しない場合は、止水弁③が傷んでいる可能性があります
ので交換して下さい。（本体部品の交換は、必ず製造元の専用部品をご使用して下さい。）
使用期間中においても、用水には草や落ち葉、ビニール類が混入して、ゴミ詰まりが発
生することが多々あります。用水吐出量の減少を確認した際には止水弁部をチェックし、
必要に応じて清掃を行って下さい。



- 10 -

Ⅲ．幹線パイプ及び支線パイプの洗浄方法

FOEAS独自の配管レイアウトによって、長期間安定した地下水位制御を可能とするシス
テムですが、圃場の地下に敷設された管路を洗浄することで、より長期にわたり初期の性
能を維持することができます。そこで、幹線パイプ及び支線パイプの洗浄方法を説明しま
す。

●幹線パイプの洗浄

水位制御器の内筒を外し、地下給水孔に用水を大量に注水することで行えます。この際
には、給水桝の水田側出口を堰板でふさいで水位を上げるとより効率的に洗浄ができます。
本方法によってパイプ内に堆積した泥などを容易に排出でき、約10分程度の注水で洗浄は
完了します。年に２回程度行って下さい。

排水路にパイプ内の堆積物を放流しないために、小型のエンジンポンプによって農地へ還
元することも可能です。
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●支線パイプの洗浄

地下灌漑時には、幹線パイプで泥などを沈殿させた後の綺麗な用水が支線パイプに流れ
ることから、支線パイプに泥などが堆積するおそれはほとんどありません。しかし、万一
の対策として、支線パイプの用水側に立ち上がり管を設けて洗浄できるようにしています。

①立ち上がり管からの洗浄は、泥などの堆積が少ない場合は用水を注水するだけでも行え
ます。

②泥の固まりができていたり、酸化鉄が発生して通水阻害が顕著な場合は、立ち上がり管
から洗管ノズルと動力噴霧器のホースを繋いで、圧力水で行えば短時間で洗浄すること
ができます。最初に用水を注水して管とホースとの摩擦を少なくします。次に洗管ノズ
ルを入れると逆噴射によって管内を自走して洗浄します。洗管ノズルによる洗浄後は、
再度用水を注水して洗浄で管から剥がれた泥などを洗い流して下さい。

③洗管ノズルは数社から販売されています。また、圧力水の送水では動力噴霧器以外にギ
ヤーポンプなども適しています。



- 12 -

Ⅳ．補助孔の維持管理方法

FOEASは補助孔と幹線パイプ、支線パイプを組み合わせることによって、圃場全面の均
一な地下水位制御を可能としています。補助孔は過度の代かきや雨後などで土壌水分率が
高いときに耕起や均平作業を行うと不透水層が形成されて、期待した機能を損失します。

FOEAS施工後、少なくとも１年間は畑作物を栽培して、土壌の団粒化や亀裂の発達を促
進するようにして下さい。どうしても水稲を栽培する必要がある場合は、乾田直播や無代
かき移植を採用して下さい。

補助孔の機能低下に伴って排水性が悪化した場合の対策としては、次のような事例があ
ります。参考にして下さい。

農村工学研究所内のFOEAS施工圃場（重粘土壌）の施工事例

降雨後の湿潤な状態時

にレベラー整地を行っ

たため表層の透水性が

極度に低下し、降雨で

湛水状態となった。

(2009.4.30)

サブソイラ

弾丸φ100mm

施工深30cm

施工間隔1.0m

(2009.4.30)

2009.5.1には透水性が

戻り、同日にレベラー

均平作業が可能となっ

た。

2009.5.5に降雨があっ

たが湛水することはな

く、翌日には水稲の乾

田直播が行えた。
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Ⅴ．自然圧パイプライン地区の初期通水及び維持管理方法

ＦＯＥＡＳでは、水源と田面との差が20cm以上であれば自然圧パイプラインとすることが
可能な給水栓を採用しています。老朽化したＵ字溝の用水路など従来の開水路地区を自然
圧パイプラインとすることで漏水防止と水管理の省力化、節水が可能となります。

●自然圧パイプラインの初期通水方法

①末端の排泥給水栓を全開にします。
②各水田に設置されている給水栓を少し開けます。
③既存用水路から自然圧パイプラインへの取水口を開け、パイプラインに通水します。
④排泥給水栓から流出する用水がきれいになるまで流します。
⑤排泥給水栓を閉めます。
⑥下流側水田から順番に給水栓を閉めます。

排泥給水栓や給水栓を閉めた状態で初期通水を行った場合に、管内の空気が圧縮され
てウオーターハンマーが発生するおそれがあります。

用水路

取水口
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●自然圧パイプラインの維持管理方法

洗浄は、用水が潤沢に流れているおり、かつ、栽培に水を余り使わない時期に行って
ください。また、毎年、落水前には必ず行ってください。

(1)最末端の排泥給水栓を全開にします。取水口を全開にして大量の水を流し、泥水
が出なくなるまで洗浄して下さい。

(2)給水栓の一部が開放されている状態では、これよりも下流側のパイプライン
の流速は確保されますが、上流側の管径の大きい部分は流速が足りず洗浄ができ
ません。これを解決するためには、下流側より順に給水栓を全開にします。

(3)次の管径の大きい部分の流速が確保され洗浄が行われます。できれば、管径が変
わる毎に、泥水が出なくなるのを確認しながら行います。

(4)最後に上流側から下流側に向かって順次給水栓を閉めます。細い管の中の泥を流
します。

(5)非潅漑期の給水栓は、締め切り状態にしておくと立ち上がり管の中の水が凍結し
たり、止水ゴムの変形が発生する恐れがあることから、多少でも開けておいて下さ
い。春の通水後に閉めます。

用水路

用水路

用水路

取水口

取水口

取水口
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Ⅵ．空気弁の維持管理方法

管路に溜まった空気を空気弁で排除しますが、空気弁の不具合により空気が排除できな
い場合、管路を流れる用水の量が残留空気によって減少するため、適量を流せなくなる可
能性があります。そこで、以下の手順で定期的に作動しているかを確認し、作動に不具合
がある場合には、以下の要領で点検・清掃を行って下さい。

注：写真と図面は低圧用の空気弁ですが、高圧用も基本的構造は同じです。

１．空気弁の作動確認
空気弁が正常に作動していることを以下の手順で確認して下さい。

(1)頂部にある保護キャップの穴の隙間を覗き、中に見えている軸⑩をドライバー等
の工具によってゆっくり押し下げて下さい。

(2)押し下げますと、少量の空気と一緒に用水も吹き出てきます。
(3)押し下げた手を離し、暫くすると軸⑩は水圧によって押し上げられ自然に止水し

ます。
(4)手を離しても、用水が止まらない場合は、ゴミ等が付着している可能性がありま

すので、以下の要領に従って、点検・清掃を行って下さい。
２．点検・清掃

(1)点検・掃除時の注意点

1)弁フタを開く際の注意

○パイプライン内が無圧であることを確認してください。

確認方法は作動確認と同様に、ドライバー等の工具によって、軸⑩をゆっくり

押し下げ、用水が吹き上がらないことを確認して下さい。

○蓋②の縁を両手で掴み､左回りに回して下さい。

ハンマ等でショックを与えて無理に回すことは絶対にしないで下さい。

○蓋の内部には部品③が連結されていますので、注意しながら持ち上げて下さい。
○弁本体①と蓋②のシール面は傷等を付けないように注意して下さい。

2)弁フタを締める際の注意

弁本体の外側ネジ部奥にOリング⑨が装着されていることを確認し、Oリング表面
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と弁フタ端面内側のシール面にゴミ等の付着がないことを確認の上、蓋を弁本

体に右回りにねじ込みます。最後の閉め込みは必ず両手で強く行って下さい。。

閉め込みが緩いとねじ部からの漏水の原因となります。

3)掃除時の注意

フタと弁本体の間、弁体の周り、弁箱の内側等のゴミや汚れがないか点検し、

あれば綺麗な水で洗い流すなどの方法で掃除を行って下さい。

特に軸⑩の穴がゴミでふさがっている場合には、空気を排除することができな

いことから、細い針金等でゴミを排除して下さい。

この際には、Oリング⑨に傷を付けないよう、丁寧に行って下さい。

(2)異常時の措置

症 状 考えられる原因 対処方法

1.軸⑩がスムーズに上下しな 軸の摺動部④にゴミや汚れ(水垢 軸を摘んで何回か上下させ、綺麗

い 等)が付いている な水を摺動部の隙間に流し込む等

によりゴミや汚れを落とす

部品③と弁本体①の間にゴミが 蓋②を開け、部品③と弁本体のゴ

挟まっている ミを除去する

2.軸は動くが空気孔から排気 空気孔(竪孔)が詰まっている。 軸中央の孔にきれいな水を流しな

(吸気)しない がら細い棒等を通してゴミを除去

する

（注：竪孔は貫通していません）

空気孔(横孔)が詰まっている。 フタを開け、内側から孔のゴミを

除去

3.満水時に空気孔や軸摺動部 弁内の軸付け根部分にあるOリン フタを開けてゴミや汚れを除去す

から水や空気が漏れる グ部にゴミや汚れが付着してい る

る

1～3に該当しない場合、あるいは措置を行っても止水しない場合は、弁蓋・弁体部(摺

動部含む)が傷んでいる可能性がありますので、製品を丸ごと交換して下さい。
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Ⅶ．水稲栽培時の灌漑方法

(1)水源と取水方法
用水路から水田への取水方法は次の３つに分類されます。これらにおいて、水位管理
器の「ある」、「なし」は地区の事情により選ぶことができます。

①開水路からの取水
②自然圧パイプラインからの取水
③加圧パイプラインからの取水

開水路からの取水 自然圧パイプラインからの取水 加圧パイプラインからの取水

水位管理器なしの事例 水位管理器付き事例 水位管理器付き事例

取水ゲートから直接取水

(2)灌漑方法
灌漑方法として、３つの方法があります。状況に応じて使い分けて下さい。
①表面灌漑
②地下灌漑
③表面灌漑＋地下灌漑

(3)水位管理方法
1)水位制御器による管理

水位の設定は水位制御器のみでも可能です。詳細については「水位制御器及び水位
管理器の操作と管理方法」を参照して下さい。

2)水位制御器＋水位管理器による管理
詳細については「水位制御器及び水位管理器の操作と管理方法」を参照して下さい。
なお、水位管理器からの用水量は水稲栽培における普通期の用水量や畑作時等の地
下灌漑時の用水量に相当する容量しか出ません。したがって、代かき時や中干し後
などで大量の用水を使用する際には、給水栓から直接取水を行って下さい。

3)落水枡による管理
落水枡は大雨時や落水時などに湛水を迅速に排除する際に使用します。
なお、排水は給水桝内の「地下給水孔」から幹線パイプを経由して水位制御器に至
るラインで行うことも可能です。
地下給水孔にφ100のパイプを立て、用水の地下への流入を防止すれば、地下灌漑は
行われず、地表灌漑のみとなります。

4)水位制御器は中筒を抜くと全開となり暗渠内の水が排水路へ放出されます。一方、
中筒を押し下げれば水位調整が可能となります。

5)灌漑水深に合わせて水位制御器の水位を設定してください。

6)初めて湛水する際に、地表灌漑を行うと補助孔内に泥水が流入するおそれがありま
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す。先ずは、給水桝の堰板を閉じ、地下給水孔から用水を地下に送水し、補助孔を
満流状態として下さい。

7)代かき時には地下給水孔に泥水が入らないようにφ100の塩ビパイプを立て、また、
給水桝の水田側出口も板等でふさいで下さい。

8)田植え終了後などに一定の湛水深を保つ場合は、水位制御器で水深を設定し、給水
栓（Ｇ給水栓）を徐々に開けて少量の用水が水位制御器から越流するようにすれば、
水位は一定になります。なお、水位管理器で予め定めた水位を保つことも可能です。

9)落水枡は大雨時の排水用であり、所定の湛水位よりも高めに設定してください。

10)中干し時は、地下水位を田面下－20cm程度に下げるだけで、水田全体が均一に乾き
ます。中干しで亀裂を水田全体に入れると、地下水位の管理が容易になります。

11)給水桝からの排水も可能であり、用水側も排水側も均一に乾きます。

12)干しが終わり、間断灌漑期には地下水位を田面直下にまで入れておけば、間断灌漑
は不要であり、省力的で節水型の管理が可能となります。

13)水管理は土壌、気象、品種等によって異なります。稲の生育をよく観察しながら行
って下さい。

14)乾田直播の場合は、播種後地下水位を-20cm位に上げると発芽が良くなります（但
し過湿になると発芽しませんので注意して下さい）。

15)収穫が近づいたら、地下水位を-30cm程度に下げて、機械の走行に必要な地耐力を
付けてください。落水はなるべく遅くした方が登熟促進を図れます。

16)無代かき移植栽培が簡単にできます。地下灌漑で田面の所々にしか水が見えない程
度の水深に設定すれば、普通の田植機でも植えられます。土質によっても違います
が、3日前頃から水を入れて土を落ち着かせておけば、うまく植えられます。
水を入れる前にパワーハローで良く砕土しておいてください。田植え後は活着する
までそのままの水管理を続けてください。深水は浮き苗が発生するおそれがありま
す。

17)転作の前作で無代かき移植栽培を行えば、土を練らないことから転作時の砕土がや
りやすく、透・排水性も向上します。

18)地表灌漑は、田面水位を僅かな湛水深で維持することは困難ですが、地下灌漑は容
易に実現することができます。
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Ⅷ．畑作時の地下灌漑方法

1)大豆、キャベツなど、ほとんどの土地利用型作物は地下水位を-30cm程度に保つこ
とが、最も生育に適していると考えられています。麦についても開花期における地
下灌漑の効果が確認されています。

2)水位制御器は中筒のスライド管を下げた状態が-30cmです。ただし、施工時の田面
をもとに設置していますので、畑作時には、耕起や畝立て等で田面が５cm程度上が
っていることから、再度確認してください。

3)大雨をＦＯＥＡＳの地下排水機能暗渠のみで処理することは不可能です。額縁明渠
等を設置して表面排水の迅速化を図るようにして下さい。

4)田面均平度が悪いと表面排水が困難なばかりでなく、播種深が一定にならず発芽も
そろいません。レーザーレベラー等を用いて均平度の向上を図ることも重要です。


