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開会にあたって

土壊物理学会長長谷川周一

今年の 4月から事務局が岡山大学から北海道大学へ移りました。最初の仕事

は土壌の物理性 100号の刊行でした。前身の土壌物理研究会が発足してから 46

年になります。この伝統ある学会を発展させるべく努力していきますので.引

き続き皆様のご支媛をお願いいたします。

昨年のシンポジウムのテーマは「フィールドサイエンスと土援物理Jでした。

今回のテーマ「土壌中の窒素の挙動Jもフィールド科学からの取り組みです。

窒素は土壊中で形態変化をしますので.窒素の流れに対しては時間および空間

スケールによって様々な答えがでてきます。

物質の存在を表す基本式は連続の式(質量保存則)です。この式によれば.

ある時間肉に生じる空間中の物質の変化は次のように表されます。

空間中の物質の変化(S)=空間に入る霊(1)一空間から出る量(0)

+空間中で生成・消失する物質の量(R)

例えば. r蓑が冨の農業生産システムにおける窒素循環Jでは.国境を越えて

出入りする食べ物に含まれる窒素と施肥および残澄(1)が裳が国の年間の窒素

蓄積量(S)になり.0や Rは考えていません。また.r我が国の農業生産に伴う

窒素フローJでは地表面での窒素収支が農地に入る量(1)であり.脱窒は生成・

消失項(R).余剰となる窒素が(0)となり I Sをゼロと見なしています。このよ

うに窒素の問題を扱う場合には，時間や空間スケールの取り方によってはすべ

ての項を考えなくても良いことになります。一方I 1作期や農業形態を変えた

ときには.施肥や収穫等の地表面における収支(1)と溶脱(0)に加え.脱窒や窒

素固定.無機化や有機化(R)が土寝中の窒素貯留霊の増減(S)に影響を与えます。

したがって.今国のテーマは RやSの時間，空間依存性をいかに考えるかとい

った問題でもあります。活発な議論を期待します。

ポスター発表には 37件の応募がありました。ポスター発表は会員同士が身

近に議論できる場です。お互いに遠慮をせずに建設的な議論を展開してくださ

シンポジウムとポスター発表は土壊物理学会最大の行事で.学会ならびに会員

の活性化におおいに寄与していると確信しています。皆様が今日.大きな収穫

を得ることを期待して開会の挨拶とします。

2005年 10月15日
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シンポジウム

土壌中の窒素の挙動

Dynamics of Nitrogen in Soils 



第羽田土壊物理学会シンポジウム(2005)

土壊中の窒素動態の土壊タイプによる違いと有機質資材施用の影響について

Difference in N凶 nsformationsin various types of soils， and effect of applicd organic materials on N dynamics 

Abstract 

東北農業研究センター総合研究部

西尾隆

土壌中の窒素無機化・有機化、硝化等の窒素形態変化に関与する微生物作用が土壌

タイプや有機質資材の施用によってどの様に影響を受けるかを明らかにするために、

(1~Rt)2S04 をトレーサーとして用いた室内実験、画場枠試験を中心に定量的な解析
を行った。 4種の畑土壌に対して、施用有機質資材として牛糞堆肥、乾燥豚糞、麦わ

ら等を主に用いた。土壌タイプにより施肥窒素の有機化が大きく異なり、総有機化盆

の推定には硝化も考慮する必要のあることが示された。有機質資材のうち、乾燥豚糞

や麦わら等の施用下では窒素有機化が促進され、作物の窒素吸収が抑制される一方、

N03・の溶脱の減少にも寄与していた。

キーワード;窒素有機化、硝化、 15N、土壌タイプ、有機質資材

Keywords: N immobilization， Nitrification， l~， soil守pe，organic materials 

1 .はじめに

農耕地土壌からの N03・溶脱は、それに関与する様々な土壌特性や微生物作用を充

分にモデルに組込むことができないために定量的な予測が困難である。本報告では、

N03・溶脱に大きく影響を及ぼすと考えられる要因のうち、土壌タイプと有機質資材施

用の二要因に着目して行ったモデ、ル実験の結果を中心に紹介する。

2.土壌タイプと施肥窒素の硝化、有機化との関係

畑土壌に施用した NRt+の有機化、硝化に関する土壌間差を明らかにするために、

典型淡色黒ボク土(LHA)、多腐植質厚層黒ボク土(CA)、細粒質普通灰色低地土(G

L S)、細粒質台地黄色土(YS)の 4種類の土壌に対して、 (1~Rt)2S04 を 200mgNkg-1 

または2000mgNkg・1添加して、有機化と硝化の経時的推移を調べた。

土壌中に NRt+が残存している条件下での有機化速度、或いは重窒素同位体希釈法

で求めた有機化速度は、 LHA、CAの方が、 GLSやY.Sよりも速かった。(NRt)2S04

添加量2000mgNkg-1の時には、 2種類の黒ボク土で有機化量が最も多く、全窒素施用

量の5.2%となったのに対し、YSでは1.4%と最も少なかった。しかし、添加量200mgN

kg-1の場合には、 YS以外の土壌でNRt+がほぼ 20日以内に硝化されてしまったため

に、窒素有機化量が施用量の 3%前後で頭打ちだ、ったのに対し、 YSでは最後まで有

機化が持続し、有機化量は施用量の 12%以上まで達した。各土壌における最終的な有

機化量は、それぞれの土壌の有機化の活性と、 NRt+が土壌中から消失するまでの期

間との積で推定できることから、各土壌の硝化能と施用時の NRt+濃度が有機化量の

推定に必要であると考えられた。
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3.各種有機質資材施用下における窒素の有機化と微生物バイオマスの変動

畑土嬢 (LHA)への有機物施用が，施肥窒素の有機化と再無機化，及び作物の窒

素吸収利用等に及ぼす影響を解明するために，麦わら、青刈りナタネ、牛糞堆肥，乾燥

豚糞，植物堆肥等の有機質資材と 10gN m.2の(ISNr4)2S04 を併用した条件下でトウ

モロコシ、小麦を栽培し、 1 5 N収支を求めた。

植物堆肥区や牛糞堆肥区では施肥窒素の有機化が余り促進されながったが，乾燥豚

糞区では著しい土壌微生物バイオマスの増加を伴って施肥窒素の有機化が進み、施肥

窒素の 25%余りが表層 30cmに残存していた。土嬢微生物バイオマス中の窒素は，土

壊に有機化された施肥窒素とほぼ同等の量であったが，バイオマス窒素中に占める施

肥窒素由来の窒素の割合は 10%以下であった。一作自のトウモロコシでは，有機化の

盛んに起こった区で窒素吸収が抑制されたが，その後、有機化された窒素が次作の小

麦に活発に吸収利用されていることはなかった。

4.肥効率を勘案した有機質資材一化学肥料併用下における土嬢中の窒素収支

有機質資材の肥効率及び肥料代替率を勘案して作物への窒素供給効果を化学肥料

単用区と同等に合わせた化学肥料・有機質資材併用区の窒素収支および動態を調査し

た。 LHA、GLS、YSの3種の土壌について、有機質資材としてはそれぞれ牛糞

堆肥区と乾燥豚糞区を設け、化学肥料として施肥したe~H4)2S04 の行方から窒素収
支を求めた。各試験区の(ISNr4)2S04施用量に占める作物吸収利用率、トウモロコシ

の収量、窒素吸収量等に関しては、施肥・有機物処理により顕著な差異は認められな

かった。しかし、土嬢有機態窒素への移行割合は乾燥豚糞区で他の試験区よりも約

15-30%高く、土壌別にはLHAの値が高いのと合わせ明確な傾向が認められた。乾

燥豚糞区では施用有機物中の窒素が無機化された後に、多くの部分が土壌微生物に再

有機化されていることが推察された。

次年度にC Aを加えた4土壌について前作と同様の肥効率の推定によりニンジン

を作付けし、牛ふん堆肥区および乾燥豚糞区の、収量、窒素吸収量、窒素収支、土壌

溶液中硝酸態窒素濃度等を検討した。全収量と乾物重はYSとGLSの牛糞堆肥区と

乾燥豚糞区で比較的高く、窒素吸収量は施肥処理に関わらず、 YSとGLSで高くな

った。作付期間中の深さ 60cmで採取した土壌溶液中硝酸態窒素濃度はYSとGLS

の牛糞堆肥区で最も高かった。 CAおよびLHAの土壊溶液中硝酸態窒素濃度は比較

的低く、その原因として保水性が高いことおよび下層土の硝酸イオン吸着の寄与が示

唆された。

参考文献
(1)西尾 隆・荒尾知人 (2002);土寝中の窒素有機化抵の経時的推移に関する土境問差異とア

ンモエア態窒素添加量の影響.土肥誌，73(5)，493・499
(2) Nishio T. and Oka N. (2003): Effect of organic matter application on the fa加 of15N-labeled 

ammonium fertilizer in an upland soil. Soil Sci. Plant Nutr， 49(3)， 397・403
(3)西尾 隆・三浦潜蔵 (2004):有機質資材と化学肥料の併用下における畑土槙中の蜜葉動態

の特徴と窒素収支.土肥誌，75(4)，445・451
(4)三浦窓蔵・西尾路 (2004):ニンジン作の窒素収支と土犠溶液中硝敵態窒素濃度に及ぼす有

機質資材施用と土壊タイプの影響.土肥誌， 75(4)，459・465
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農耕地土壌における水移動と硝酸塩の溶脱
Water flow and国国teleaching in agricultural soils 

江口定夫

農業環境技術研究所

農地からの硝酸塩(N03・)溶脱を水移動と関係づけて説明するため，黒ボク士畑を

対象に，土嬢の体積含水率と圧力水頭を自動観測すると共に，土嬢中 N03・含量と液相

中N03・濃度を定期的に測定した。下層土中の水移動は，鉛直一次元の Darcy式で記述

できるマトリックス流が主体であり，選択流は，土壌の初期水分含量が高い大雨時の

み生じた。下層土ではN03・の半分近くが吸着態だったが.N03・の移流速度は，土壌水

の完全置換を仮定した均一な水移動と見かけ上ほぽ一致した。これは，選択流がN03"

の移流を速めたことを示唆する。マトリックス流主体の土壊では.N03・の輸送・溶脱

現象もまた，水平方向のパラつきが小さく，比較的均一なものだった。

キーワード:体積含水率 (volume肘cwa旬rcontent).マトリックス流 (matrixflow) • 
選択流 (preferential日ow).陰イオン吸着 (anionadso中tion).黒ボク土(Andisols)

1.はじめに

作物生産のために農耕地へ施与された窒素肥料の一部は，作物に利用されることな

く，鉛直下方への浸透水と共に根群域から N03・として溶脱し，地下水汚染を引き起こ

す。土壌中の N03・輸送媒体は水であり，水移動を正確に把握することが.N03・輸送・

溶脱現象の理解に不可欠である。しかし，圃場条件下での土壌中の水移動は一般に非

常に不均一であり，定量化が困難であることが多い。これに対して，黒ボク土畑の下

層土では，水移動の主体は，水平方向のパラつきが小さく鉛直一次元の Darcy式で表

すことの出来るマトリックス流だった (Hasegawaand Eguchi， 2002)。このような土壌

では，溶質輸送についても水平方向のパラつきが小さく，比較的均一なものかもしれ

ない。もしもそうだとすると，本来，均質な多孔質媒体にしか適用できない理論やモ

デルを用いて，国場条件下のN03輸送・溶脱現象を説明できる可能性がある。

本研究では，まず，地表浸入水が土壊中の水を均一に押し出していくことを仮定し，

土壌の体積含水率変化と注目する土層下端からの積算浸透水量のみを用いて，施肥日

に施肥深さから移動し始めた水の任意の期間後の到達深さを求める。本研究の目的は，

その到達深さと土壌中 N03・含量鉛直分布及び根群域下端(深さ 100cm)における液

相中 N03・波度変化との対応関係に基づき.NO)輸送・溶脱現象を説明することである。

2.方法

調査地は，農環研内の畑臨場である。土壌は淡色黒ボク土であり，深さ 0-20cmが

作土層.20-30cmが板状構造の耕盤層.30cmから下は下層土であり.30-80 cmには

弱い柱状構造が見られる。 1995年より，深さ0-30及び0-100cmの平均体積含水率

と深さ 100cmにおける体積含水率を TDR(Time Domain Reflectometry)により測定し

た。深さ 90及び1l0cmの圧力水頭は，テンシオメータにより測定した。深さ 100，150 
及び 200cmの土壊水をポーラスカップ吸引法により数週間毎に採取し， N03・濃度を

測定した。地表面から深さ 100cmまでの土壌を金属パイプにより不俊乱採取し，深
さ10cm毎の土層に含まれる 0.01MNaOH抽出性N03・を定量した。

作物は，毎年，夏と秋に，それぞれ，スイートコーンとハクサイを栽培し，収穫残
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澄はすべて鋤込んだ。冬は，緑肥作物としてコムギ(年によりイタリアンライグラス

または無作付け)を栽培し，春に鋤込んだ。窒素施与量は，化成肥料を平均400kgN/ha/y， 

稲わら堆肥 (CIN比 :::::20) を平均 130kgN/ha/yとした。

深さ 100cmを横切るマトリックス流は， Darcy式により求めた。深さ 100cmを横

切る選択流については，降雨中から降雨産後の期間に限って発生しうると考え，深さ

O-lOOcmの土層内水収支からその積算最を算出し，積算選択流量がその推定誤差より

も大きかった場合のみ，発生したとみなした。ただし，この期間の正味の表面流去水

量，土壌面蒸発量及び根吸水量は相対的に無視できるとした。地表浸入水が土壌中の

水を均一に押し出すと仮定し，体積含水率変化と積算浸透水量から，施肥日に施肥深

さから移動し始めた水の任意の期間後の到達深さを求めた。この到達深さと土壌中の

N03・含量鉛直分布及び深さ 100cmの液相中のN03・濃度変化を比較した。

3.結果と考察

黒ボク土畑の深さ 100cmを横切る水フラックスは，鉛直一次元の Darcy式で記述

できるマトリックス流が主体であり，選択流は，土壊の初期水分含量が高い大雨時の

み，年に数回程度発生した。深さ 100cmからの年間の正味の降下浸透水量 (227-760

mm)は，年降水量 (987-1531mm)にほぼ比例して増加した。深さ 100cmから鉛直

上方へ向かう水フラックスの年関税算値は 5-60mmであり，少雨年ほど増大した。

施肥日に施肥深さから移動し始めた水の任意の期間後の到達深さは，鉛直土壌断面

内のN03・含量ピーク及び深さ 100cmにおける液相中 N03・濃度ピークとほぼ一致した。

これに対して，深さ 100cmにおける土壌中 NO)・含量と液相中 N03・濃度の比較により

N03・の半分近くは吸着態だったことから，選択流がN03・の移流を速めたことが示唆さ

れる。このように，マトリックス流主体の土壊では，均一な水移動を基準とすれば，

N03・移流・溶脱現象の説明・予測ができる。マトリックス流主体の土壌では， N03-

の輸送・溶脱現象もまた，水平方向のパラつきが小さく，比較的均一なものだった。

深さ 100cmの平均NO)・N濃度は，地表面の窒素収支から求めた余剰窒素量を深さ

100cmからの降下浸透水量で割った値より低かった。これは，主に，施与された窒素

の一部が有機態として作土層に蓄積されたためと考えられる。黒ボク土畑からのN03-

溶脱量を予測するためには，作土層の窒素有機化・無機化速度の把握が不可欠である。

4.おわりに

圃場条件下での土壌中の水移動と溶質輸送は，様々な要因の影響を受けるため，非

常に複雑な現象とみなされる。しかし，極めて複雑であるからこそ，できるだけ基本

的かつ単純な理論・法則を用いた解析が，現象の理解・説明に最も役立つように思う。

今回の解析結果は，現象の見かけ上のつじつま合わせをしただけであり，今後の課

題は多い。水収支から算出した選択流の実態は，ほとんど何も分かつていない。また，

年に数回程度しか発生しない選択流が， N03・の移流を倍近くも速めることができるの

かについて，他にこれを検証するデータがない。今後，マトリックス流を遮断するこ

となく選択流だけを直接採取・定量する方法の開発や，その中のNO)・濃度測定等が必

要である。また，耕盤層及び下層土には，それぞれ，板状及び柱状構造が見られ，こ

れらの土壌構造がN03・の移流に及ぼす影響を定量的に評価する必要がある。

5.文献
H鎚 egawaS and Eguchi S 2002: Soil water conditions and f10w characteristics in the subsoil of a 
volcanic ash soil: Findings from monitoring from・1997to 1999. Soil Sci. Plant Nutr.， 48， 227-236 
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亜熱帯島嘆における窒素の地下水への流出と制御

Nitrogen outf1ow to groundwater and its control in sub-tropic islands 

中西康博

東京農業大学国際食料情報学部宮古亜熱帯農場

Abstract 

南西諸島では、主としてサンゴ石灰岩により形成された島唄・地域が多く存在する。

これらの地域は通常、低平な地形で山地がなく、河川が発達しにくいため用水のすべ

てを地下水に依存している。一般に自然が豊かと評されるこれらの地域の地下水にも、

主として農業由来の硝酸態窒素による負荷が高くなってきている。ここでは、湿潤亜

熱帯石灰岩島唄といった、わが国では特殊な地域における地下水蜜素汚染の発生機作

と対策・制御ならびに地下水水質保全の地域社会的意義について考察する。

Keywords:亜熱帯気候、硝酸態窒索、島唄、地下水 (sub-tropic，nitrate nitrogen， 

island， groundwater) 

地形・地質と地下水滴養

199の島々で構成される南西諸島 (161が沖縄県)は、地形的に高島と低島に二大

別される。このうち低島では低平な地形で河川が発達しにくく、用水全般を地下水に

依存している。低島の地下水系の発達はまた、地質基盤における島尻層群の有無によ

り大別される。この地層は泥岩を主体とする厚い地層で透水性がきわめて低い。地下

浸透した水は、この層に行く手を遮られ、その上位に位置する石灰岩の孔隙中に貯水

され地下水となる。この機作により地下水が酒養される典型例が沖縄県宮古島である。

一方、島尻層群の分布しない低島では、沖縄県多良間島に見るように淡水レンズによ

り地下水が酒養される場合がある。向島では、地表から浸透した雨水と島の周囲から

地下浸透した海水は、ヘルツベルグめ法異IJにより塩淡境界をつくり、淡水部は海水部

の上に浮かんだような形態で酒養される。海洋性亜熱帯気候下において雨量は豊富で、

年間約 2，000mm'こ達する。これらの気象・地質条件から、降水の地下流出率は宮古

島の場合約 40%と、全国平均の約 4.5%に比べ、きわめて高くなっている。

硝酸態窒素による地下水汚染の原理的機作と由来

低島では、地下水の滴養・集水域と住民の生活空間が重複するため、地下水の水質

は生活や産業から廃棄される物質による影響を直接的に受けやすい。平坦な地形のた

め農地をはじめ土地開発が広く進展する一方、森林面積比率が極端に低くなっている

(宮古島では 15%)。また琉球石灰岩から成る低島では、その風化土壌(島尻マージ)

のうち浅薄な摩文仁統が広く分布する。さらに当地域の高温 ・多雨条件は、集約的農

業で用いられる無機態窒素の溶脱を容易にしている他、有機態窒素の分解・無機化と

その洗脱にも大きく寄与していると考えられる。原理的にはこのような機作により、

宮古島では地下水の硝酸態窒素濃度が 1970年代より上昇し、水道水質基準は維持し

-6ー



第47回土壇物理学会シンポジウム(2005)

ているものの、継続的な監視を必要としている。この他、多良間島、沖縄島南部地域、

鹿児島県喜界島などで、同様の濃度上昇が認められている。これらの地域では、その

地域状況から、地下水への窒素負荷源は、耕種農業(肥料)、畜産業(家畜ふん尿)、

生活廃水および自然循環窒素(人為の酸性降下物を含む)の 4者に特定される。起源

別寄与を、宮古島を対象に原単位法を用い試算した結果、 1998年当時、宮古島全体

に投入された窒素量は総計 1.926トンで、このうち肥料、家畜ふん尿、生活廃水およ

び自然循環に由来する窒素の比率は、それぞれ44.4、 35.5、11.8および8.3%と計算

された。またこれらのうち、地下水に負荷されたのは総計960トンで、その由来は同

様に、 35.6、31.4、 16.4および 16.6%と計算された。

耕種農業対策

耕地率が約 6割を占め、その6割強にサトウキビが栽培されており、またその栽培

型として、栽培期間が約 1年半の夏植型が9割強を占める宮古島の現状から、夏植サ

トウキピ栽培と地下水硝酸態窒素濃度との関係を調査した。その結果、施肥量は 1作

当り平均203kgha'1で、県指針量等と比較して問題はなかった。ところがその施肥時

期は栽培初期に集中しており、かっ使用される肥料は速効性化学肥料がその大半であ

ることが判明した。このように短期的には過剰に施用された窒素-肥料のうち、サトウ

キビに利用されない肥料分が、雨やかんがい水に流され、地下水を汚染する最大原因

であることが、宮古島ならびに喜界島の地下水モニタリング調査から確認された。し

たがって、地下水の硝酸態窒素負荷量を低減する当面改善策としては、サトウキビ、へ

の施肥効率を上げるため、従来の速効性肥料から緩効性肥料に変換することが妥当と

判断された。喜界島では緩効性肥料への転換を全島的に実践しつつある結果、近年、

地下水の硝酸態窒素濃度は減少傾向にある。

社会的意義

ここで取り上げた低島では地下水は最終的には沿岸海域に流出し、そこにはサンゴ

礁生態系が存在する。サンゴ礁生態系は本来、熱帯・亜熱帯の貧栄養海域に適応して

成立している。したがって、窒素などにより富栄養化された地下水の同生態系への流

出は、無視できない影響を及ぼしかねない。その影響に関する調査・研究の蓄積は未 '

だ少ないが、サンゴ礁生態系は本地域において、社会・経済的にきわめて重要な生態

系であることから、その劣化予防のためにも地下水の水質保全は、当該地域における

最重要課題のひとつと考える。

主な文献

1)中西康博編 ・著:サンゴの島の地下水保全一「水危機の世紀Jを迎えて、宮古島

地下水水質保全対策協議会・宮古広域園事務組合・宮古島上水道企業団、 p.181、

2002. 

2)中西康博:南西諸島における農業由来窒素による地下水汚染と対策、熱帯農業、

第 46巻、第 5号、 pp.324・328、2002.

3)中西康博:沖縄県宮古島におけるサトウキビへの施肥実態と地下水窒素濃度との

関係、日本土壌肥料学雑誌、第 72巻、第 4号、 pp.499・504、2001.
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面源からの窒素流亡とその対策

Nitrogen runo百貨omnon-point source釦 di臼 con位。l

鵜木啓二

(独)北海道開発土木研究所

Abstract 
面源からの窒紫流亡の事例として北海道東部草地酪農流域の水質環境について調査

し，降雨の多い年は草地への窒素投入量の 33%が非積雪期に流出していることを明

らかにした。また，面源からの汚濁負荷流出の対策工である河畔緩衝帯の水質浄化機

能を定量化するために，草地酪農地帯の草地に隣接した林地地下水の水質・水文調査

を実施し，草地からの表面水(全窒素平均濃度 7.8mgll)が林地土壌を約 30m浸透・

流下する過程で，濃度をほぼ一定値 (2mgll)まで低下させることを示した。

キーワード:窒素流出，河畔緩衝帯，水質浄化

Kcywords : Nitrogcn rUDotJ， Riparian bufl'er zonc， Water purificatioD 

はじめに

近年，北海道の畑作，畜産，酪農地帯では，農業に起因 した水質汚濁が問題となっ

ている。汚濁物質の発生源には，パドックや堆肥盤など畜舎周辺のほか，家畜糞尿や

化学肥料が施用された圃場(草地・畑地)が挙げられる。畜舎周辺からの汚濁物質流

出は，平成 11年施行の f家畜排せっ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律j

によって規制されることとなり，よりいっそう圃場からの流出抑制が課題となる。

汚濁物質の発生源となった場合の圃場は，面的に広がっていることから面源と呼ば

れ，畜舎周辺や都市下水のような点源と区別されている。面源は広範囲に広がり，一

般に点源より低濃度であることから，従来の下水システムのような処理方法は費用効

率が悪く，自然の機能を利用した河畔林や湿地による浄化方法が代替案として提案さ

れている。

ここでは，面源からの窒素流出事例として北海道東部酪農流域の水質環境，汚濁負

荷流出の対策工としての河畔緩衝帯の機能について報告する。

草地酪農流域からの窒素流出事例

北海道東部の大規模酪農地帯に位置する MA流域で水質環境調査を行った。調査

流機内に，酪農家(点源)が多数存在する f点源流域J.酪農家が存在せず草地と林

地のみの「面源流域Jを設定した。いずれも流域内に市街地は存在しない。調査期間
は H15. 16年のうち非積雪期の 5月........11月である。

まず，流域の下端で水質・水文調査を実施し，流域からの汚濁負荷のアウトプット

を算出した。つぎに，流域内の農家および流域内に園場を所有する農家に対して，圃

場ごとの化学肥料や堆肥・スラリー・尿の施用量を聞き取りにより調査した。さらに，

散布状況に合わせてスラリー，尿，堆肥の採取を行い，全蜜索の分析を行った。また，

降水の水質分析も実施した。これにより，草地と林地へのインプットを算出した。

以上の調査から，林地からの流出率を 30%として窒棄に関するフロー図を作成す
ると (Fig.l).草地からの肥料成分の流出率は降水量の多かった H15年で 33%.降水

量の少なかった H16年で 2.4%となった。
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河畔緩衝帯の機能

・河畔緩衝帯の構造

河畔緩衝帯の構造に関する考え方は多様で

あるが，一例として，その機能や植生の違い

から Fig.2のような Zoneに区分して表すこと

ができる (Craiget al.，200 1 )。以下に水質浄

化の観点からみた各 Zoneの特性を述べる。

Zone 1は草生フィルタ一帯で，圃場から

の表面水を浸透させ，それに含まれる土砂や

汚濁物質を滅過するとともに，流出を遅らせ

る効果がある。さらに，集中した流出水を分

散させる機能を持たせることが可能である。

Zone 2は自然の河畔林と同様な植生とな

るように管理された林帯で，幾つかの水質浄

化プロセスに必要な炭素の供給源となる。こ

こでは，流入水との接触時間を確保し，流入

水に含まれる汚濁物質を除表する。浄化のメ

カニズムとして植物吸収や脱窒等があるが，

系外に除去するためには脱窒が重要である。

Zone 3の植生は河岸を安定させられる能

力のある在来種で構成される。水質浄化に

関する機能は Zone2と同様である。

・河畔緩衝帯の水質浄化機能

河畔緩衝帯の水質浄化機能として，酪農

地帯に残存している林地で実施中の水質・

水文調査の結果について紹介する (Fig.3)。

Fig.4に，降雨時の草地表面水と降雨後 2

........ 5日時の林地地下水濃度の変化を示す。

表面水が 7.8mgllと高濃度であるのに対し，

地下水は 30m地点より下部では 2mgll以下と

低濃度で安定した。地下水中の窒素の大部

分は硝酸態であり 塩化物イオン濃度との

比較から，希釈以外の水質浄化が作用して

いることが明らかとなった。

おわりに

降水負荷:210kg

肥科負荷:18.970kg I 草地の涜出荷~=33% I 
降水負荷:513k:g

Fig.l 函源流域の窒素フロー図

(HlS.5.14 --11.25) 

Fig.2 

o 50 Iω 
4t地と本章治の縫葬からの距継(m)

Fig.3 緩衝林帯調査

Fig.4 草地表面水と林地地下水水質変化

河畔緩衝帯の水質浄化機能について示したが，流域の水質環境改善のためには，汚

濁物質の発生源である畜舎周辺での家畜廃棄物の適正な管理と，画場からの肥料成分

流出を抑制するような農地管理が不可欠であることは言うまでもない。

参考文献

J. Craig Fishenich， Dinah N.McComas， and Hollis H. Allen (2001) : Plant Material Acquisition， 

Layout， and Handing for Flood Control Projects， US Army Corps of Engineers， p.ll 
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土壌物理研究の最前線

Challenges in Soil Physics 
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栄婆泡注入速度制御による汚黛土纏浄化の最適化

Optimizing soil remediation process by controlling nutrient i吋ectionrate 

0森 也寸志』 ・宮林哲司2.北村光太郎2

1島根大学生物資源科学部， 2目立プラント建設

Abs位ヨct

バイオレメディエーションは汚染土境浄化方法の一つで.栄養塩や酸素を土壊中に送り込

・むことで土境中の微生物活性を促し，分解を促進させる. 油汚染土壌を用意し，栄餐塩を浸

透させ，排出された栄養塩濃度と実験後に残留した油の量から浄化効率を考察した.土壊間

隙構造の影響を反映させるために2つの異なる浸透速度で栄養塩注入を行ったと ころ，飽和

より不飽和で浄化する方が残留した油が少なく，栄養極を速く大量に送り込む現場事例とは

全く異なる結果となった.移流より分散が卓越する条件になったためと考えられ，浄化効率，

地下水を汚染しないということから遅い浸透で少量の栄養塩を注入する方が有利な浄化にな

ると判断した.

キーワード :土壊汚染，バイオレメディエーション，移流・分散，浸透
soil contamination， bio-remediation， convection and dispersion， infiltration 

ls蜘 rat.dwat.r fl側 l Dralnag. proceas 

... . .' .' ..一一. ・. 
I 

8=0.554 e司 .斜2 e司 .綿7 8 =0.374 

Cyllndrlca' macropore旬。w Tlm. lag Matrlx旬。w

Gray Lowland 50115 (paddy fleld) 30cm In depth 

Fig.1 50ft X-ray radiog悶phyof drainage pattem in a paddy百eldsoil. 
(after Mori et al.， 2001) 
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2.実験の方法

土壊カラム実験を行い，栄養塩の浸透

速度が油浄化の効率に与える影響を調べ

た.直径 5cm高さ 10cmの2つの土壊カラ

ムに5000mgkg-Iの油汚染をもっマサ土を

乾燥密度 1.40gcm勺こなるように充填した.

カラムAについては・30cmH20程度の不飽

和状態になるように，カラムBについては

飽和を維持するように下端の圧力を調整

し，それぞれ 10・Scm S-I， 10-4 cm S.Iの速度

で， N:P:K=l :2: 1の園芸用液肥を栄養塩と

して浸透させた.栄養塩の注入を 1ヶ月

続け.栄養塩の使用効率を排水の水質分

析から調べ，実験終了後の油含量から浄 -

化効率の違いを考察した.

3.結果と考察

Fig.2に排水液の分析結果を， Fig.3に

残留した油の量を示した.残留した油の

量は有意に異なり，遅い浸透を採用した

方が浄化効率がよかった.一般には栄養

塩を極力速く，多く注入する方が良いと

考えられているが，ここでは全く逆の結

果が得られた.わずかに不飽和にした遅

い浸透では排水端で、の栄養塩の濃度が低

500 

:.J 400 
a 
E 
15300 。
~ 200 。
ω 

5100 

。
。

$A Fast Injection ・ASlowl吋ection

10 20 

Time (day) 

0OM) 

30 

Fig. 2 Nutrient concentration at the eff1uent 

0.6 

3505 
急 0.4。
主 0.3
ω 
弓0.2
ω 
201 

。

ロSlowi吋ection

.Fasti吋ection

Upper Middle Lower 

Position 

Total 

Fig.3 Comparison of residual oil 

く，土壌内部での利用が盛んであることが伺える.境界条件と浸透速さを変えたこと

で， Fig.lのように流れる領域が変わって分散を促し，微生物へ効率よく栄養塩を届

けることができたと考えた.また本成果は，不飽和で遅い浸透を採用する方が下方へ

流される窒素量が少なく ，微生物浄化に使用されなかった栄養塩によーる2次的な地下

水汚染を防止できることを示唆している.

4.おわりに

間隙構造や浸透速度に注目したところ浸透速度を調節することで油の浄化効率を

上げることができた.土壌汚染を浄化するには栄養塩を大量に速いベースで注入する

のではなく，むしろ不飽和になるベースで少量流す方が浄化効率がよい.さらに大型

のカラムでの実験や土壌を変えた実験を継続したい.
引用文献

Mori， Y.， T. Maruyama and T. Mitsuno. Soft X-ray radiography of drainage patterns of structured soils、
SoiJ Sci. Soc. Am. J. 63(4) : 733・740.1999.

Mori， Y.， 1. Takeda and A. Fukushima. Soft X-ray radiography of structure-induced macropore flow in 
cJayey soils. Clay Science for Engineering， Balkema， Rotterdam: 297・302.2001.
直子，森 也寸志，武田育郎，福島 農.土犠間隙の二重構造性が溶質移動に与える影
響.平成 12年度農業土木学会大会講演会講演要旨集， pp.624・625，2000. 

京
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砂の低水分域における熱伝導率の負の温度依桝主

N句剖vetem戸 隠 刷 局 白penden民 ofthennal∞Mω凶vityof鈍nd也nearlydJy砲もe

原口巌. 百瀬年彦.. 粕梯l辰昭...

.岩手大学大今年箔盛合農学研究科"練式会社東京理工"・山形大学農学部

要旨

豊浦砂σ'S)およびカオリン混合下の豊浦砂σ'SMK)の低水分峨での，見カ斗ずの熱伝導串 Aと電気

伝導度 ECとを 278-338Kで測定した.Aには熱橋効果による熱伝導と潜熱輸送とが含まれ，前者を

ECによって水の迅続性として矧面した.1'5のAは，温度上昇に伴い低下する負の温度依存性を示し

た一方 TSMKでは，lは正の温度依存性を示した.その際，ECの温度依存性では，lSの方が

TS恥Kよりも著しく小さかった.ゆえに， TSでは温度上昇に伴う熱橋効果および水の連続性の著しい

低下によって，熱伝導の低下量が潜熱輸送の噌大量を卓越したために，A.は負の温度依存性を示し

たと考えられる.

キーワード:砂，低水分域，熱伝導率，負の温度依存性

銅 nd，n，聞か也y調 te，them叫∞n伽ctivity，negative temperature必伊nden偲

1.はじめに 3.結果と考察

土粒子間接点の水分は，熱橋効果として熱 Fig.l(a， b)に，A.の水分依存性を温度ごとに示

伝導へ，液島(phi1ipand de Vries， 195ηとして潜

熱輸送へ寄与していると考えられている.この

水分は，低水分域における粒子表面の水膜同

士の接触によって，保持され始める.そのため

低水分域での水分量の糟加に伴い，特に砂の

ように粒子が粗い場合，熱伝導率に急激な上昇

が見られる.よって砂の低水分域において，纏

端な実験条件を設定することで，特徴的な現象

が熱伝導率に反映されることが期待される.

2.試料と実験方法

試料として，豊浦砂とカオリン(重量比3%)を

混合した豊浦砂とを用いた.豊浦砂σS)，カオリ

ンおよびカオリン混合下の豊浦砂σSMK)の土

粒子密度は各々2.65，2.48および2.64Mg m・3

であった.

見かけの熱伝導率Aの測定には，非定常ヒー

トプローブ法を用いた.電気伝導度 ECの測定

には， 4梅法を用いた.試料充境時の面相率を

0.60 m3 m'・3とし，体積含水率θおよび温度Tの

条件σable1)下で測定した.測定値として， 3反

復の平均値を用いた.

Iable I Expe均nen凶∞ndirions

θIm)m・，) .0， .03， .05， .ω， .11 

TIK 278、288，2始.318，328，338 

した.水分量の糟加に伴い， TSおよび TSMK

のAは上昇した.TSのλは， θ<0.07 m3 m・3で

は，温度上昇に{料、低下する負の温度依存性

を示した.一方TSMKでは，水分量によらず，A. 

はEの温度依存性を示した.

不飽和土場中での主な熱輸送形態として，土

粒子間接点の熱橋効果による熱伝導と.潜熱輸

送とが挙げられる.また， λの温度依存性の原因

は潜熱輸送にあると考えられている.しかし，温

度上昇に伴い地大する潜熱愉送のみでは λの

負の温度依存性を説明できないため，熱橋効

果に着目した.

温度上昇下での水の物性値において，飽和

水蒸気密度は増大し，表面張力および粘性は

低下する.このため温度上昇によって，粒子間

接点に水分が保持されにくくなり，熱橋効果が

低下すると推察される.

Faro凶d(l966;(986)は，砂の牧子間接点に粘

土が結合剤として入り込むことで，熱橋効果が

高められると述べている.カオリンの混合による

熱橋効果の上昇は、水の連続性の滑大へ反映

されると考えられる.そこで水の述続性を，EC 

の測定によって評価した.

F泡.2(8， b)に，ECの水分依存性を温度ごとに
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示した.TSのECは，水分量の増加に伴い緩や

かに上昇し，温度上昇に対して僅かに増大した.

一方TSMKでは，。〉0.03dm・3において，高

温ほど水分量の増加に対して ECが急激に上

昇した.また，実験に用いた蒸留水の ECは，

278-338Kでの温度上昇下でO.∞2.().∞7S m.l 

へと噌大した.

ゆえに，TSでは温度上昇に伴う熱橋効果お

よび水の連続性の著しい低下によって，熱伝導

の低下量が潜熱輸送のt智大量を卓越したため

に， λは負の温度依存性を示したと考えられる.

他方 TSMKでは，高温下でも砂の粒子間接点

(a) 
3 

今，

-

a

z

--x--E
〉
〉
『
会
主
u
コ
E00百
E@Zト

三I

0 
0，∞ O.倒 0.08

Volume制C附 ter∞ntentI m3 m-3 

におけるカオリンとその水膜とによって，熱橋効

果および水の連続性の低下が抑えられ，潜熱

輸送の増大量が熱伝導の低下量を上回ったと

考えられる.このため， TS釣依の Aは正の温度

依存性を示したと考えられる.

引用文献 Farou凪 0工 1966.HigJnvlの，Research 
Reclα'ti. 128. 25-44. Far湖面.0工 1986.Thermal 

properties 0/ soi/s. pp.l2・28. Philip叩 dde Vries. 

1957. Tr.鮒 aClion0/ the American Ge叩'hysicalUnion， 
38.222・お2.

(b) 
3 

0 
0.12 O.∞ 0.04 0.08 

Volumetric water∞ntentl m3昨3

0.12 

Fig.1 Relationship between water content and thermal conductivity: (a) TS; (b) TSMK. 
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Fig.2 Relationship between water content and' EC: (a) TS; (b) TSMK. 
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温度勾配下における水分・溶質・熱移動に関する土場カラム実験

A column expe討mentfor water， solute， and heat transfer in soil under thermal gradients 

Abstract 

0登尾浩助・・重岡正輝**.溝口勝***・阿部芳彦**.*

・明治大学農学部

** (株)イーエス総合研究所
*..東京大学大学院農学生命科学研究科

材料岩手県立大学ソフトウェア情報学部

地球を含めた惑星・衛星における多孔質体(土嬢)中の水分移動・保存・消失に大きな関心

が払われている。これらの出来事を予測するためのシミュレーションモデルを検証するため

には、水分・溶質・熱の連結移動に関する高精度の実験データが必要である。土壌水分量・

電気伝導度・熱的性質をほぼ同時に測定可能なサーモTDRプロープを土壌カラム実験に適用

して、温度勾配条件下における含水率と電気伝導度の時間的な変化を測定した。温端から冷

端に向かって移動する水分と溶質を測定することができた。

キーワード:サーモ TDRプロープ、ベノレチェ素子、連結移動、豊浦砂、 NaCI溶液

Keywords: thermo・timedomain reflectometry (TDR) probe， Peltier device， coupled transport， Toyoura 
sand， sodium chloride solution 

はじめに
最近の火星における過去あるいは現在の水の存在の発見は、地球を含めた惑星・衛星の土

壌中における水分・溶質・熱移動がどのように起こっーているのかそしてどのように水はなく

なって行ったのかという素朴な疑問を呈する。 10• 1気圧環境下の地球上において水分・溶

質・熱が相互に影響を与えながら輸送される連結移動現象に対する研究の歴史は比較的新し

い。 N魁 sarand Horton ( 1989)およびNoborioel al. (J 996)が発表した水分・溶質・熱の連結移動

モデルは、緩やかな連結移動を扱った不完全連結移動モデルであることが知られている。さ

らに、高精度の実験データも圧倒的に不足しているため、 lG・l気圧環境下における連結移

動理論の検証すら十分ではないのが実情である。本研究では、多孔質体(土壌)中における

水分・溶質・熱移動に対するカラム実験を 10環皮下で行い、連結移動の検証を行うための基

礎データとする。

実験方法と材料

長さ 2Smmに切断した厚さ 6mm、内径 78mm
のアクリル管を9個と lmm厚のゴ.ムパッキン JO

枚をつなぎ合わせて全長23Smmの土犠カラムを

作った。そのうち 5個のカラムには、土壌の水

分量・電気伝導度・熱的性質を測定するために

カラムの中央付近に写真!に示すようなサーモ

TDRプロープ (Renel al.， 1999)を組み込んだ。

プロープには直径 1.6mmの中空ステンレス製鋼

管を用いた。それぞれの中空ステンレス製鋼管

の間隔が 7.5mmになるように配置した。中空ス
テンレス製鋼管の一方の端は先端がカラム内壁 写真 1 アクリ/レカラムに組み込んだサーモ

に2mm入るようにしてエポキシ系接着剤で画定 TDRプローブ

した。供試土には豊浦砂を用いた。供試土は濃

度 O.lmol/Lの NaCl溶液で含水率 O.lm3/m3になるように調盤して一晩静置した後、カラム l
つ分の必要量に分けてビニール袋に密封した。その後、乾燥密度が 1.5Mglm3になるようにカ

ラムに均一に充填した。土壊カラムは全体をグラスウール断熱材で覆って断熱した。 40"Cの

温度勾配はベルチェ素子をカラム両端に配置して所定の電圧を掛けることで発生させた。実
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験は 20CC程度に保った実験室内で行った。

測定はベノレチェ素子に電圧をかけると同時

に開始した。サーモ TDRプローブはマルチプ ( 
レクサーを使って切替えてケーブルテスター 230  

(テクトロニクス社製 1502C) と接続した。ケ 偏 20

ープルテスターとマルチプレクサーの制御と

含水率と電気伝導度のデータ収集は WinTDR

を使って 30分ごとに行った。また、サーモ TDR

プロープに埋設した熱電対とカラム両端のベ

ルチェ素子に取り付けた T型熱電対とデータ

ロガー(キャンベル社製 CR23X)を使って土

壌カラム内の温度を 30分ごとに測定した。土

壌水電気伝導度 ECwは、バルク比誘電率とバ

ルク篭気伝導度の測定値を使って Hilhorst

(2000)の方法によって推定した。

実験結果

図 lに温度勾配を掛けたカラムの冷端からの

距離に対する土壌温度 (A)、TDR法で測定し

た体積含水率 (B)、及び土壌水の電気伝導度

(C)の時間変化が示される。土壌温度は、実

験開始後 l時間ほどで初期値からある程度の平

衡温度に達した。その後も少しずつ変化しつづ

けて実験開始から200時間後位にほぼ平衡に達

した。しかしこの問、実験室内の気温が変化す

るとそれに伴って土壌カラム全体の温度が変

化した。

含水率の初期値は、目標値である 0.lm3/m3

をほぼ達成したが、多少の増減があることが分

かる。即ち、従来のカラム実験における含水率

の初期値にはこの程度の誤差が含まれていることを示唆している。実験開始から 100時間経

過後に、温端から冷端に向けて水分が移動し始めた。冷端での含水率が時間の経過と共に上

昇しなかったのは、冷端のカラムにあったピンホールから水分が蒸発したためと考えられた。

カラム解体後にピンホールが確認された。

土壇水電気伝導度は時間の経過と共に冷淡では上昇し、温端では減少した。含水率の経時

変化と同様の変化であったので、水分は液状水として移動したと考えられる。冷端で含水率

がほとんど変化しないにもかかわらず、土境水電気伝導度が経時的に上昇していることから

も水分が蒸発したことが伺える。

おわりに
温度勾配下で水分と溶質が、温端から冷端に向かつて流れることが経時的に観測できた。

カラムの接合や断熱に問題があることも分かった。

謝辞本研究は(財)日本宇宙フォーラムが推進している f宇宙環境利用に闘する地上研究公務Jプ
ロジェクトの一環として行ったものである。
文献
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先行降雨で変化する農業地域河川の懸濁態土量と流量の関係

一亜熱帯島噴流峨での赤土流出を例としてー

The Relation between Suspended Solids and River Flow Changed by Antecedent Rainfall in River 
of Agricultural Basin Area 

-Case Study of Red Soil RunotT on Island Basins in Subtropical Zone -

寂西研ニヘ神田健一・，中島泰弘久中村乾"

・操業環境技術研究所
"国際農林水産業研究センター沖縄支所

Abstr・act

南西諸島，特に沖縄において主に農地から、大量の土砂が沿岸海域に流出し、サンゴ礁、
藻場などの貴重な生態系に深刻な影響を及ぼしている。流機の負荷軽減対策や管理技術に資
するため，宮良川において ss等の濃度測定と河川流量調査を 4年程行った。降雨による流出
噌加に伴う ss(懸濁態土盆)の増加が見られたが，先行降雨 (5.SmmI也yを境界)により河川
の ssに差異が見られること，そのため 2砲の回帰式を作成し.年間の流出土量を推定した。
キーワード:赤土流出.雨量強度.流量観測.L-Q式.ss 

red soil flow， rainfall intensity， flow observation， L-Q eq凶 tion，SS

1 .はじめに

沖縄の本土復帰後，沖縄本島を中心に多くの公共土木事業が展開された。中でも，農用

地開発及び岡場整備では，大量の土境移動と未熟土の広範な露出を伴い，進成直後から数

年は，豪雨による土壊侵食，法面崩落等の被害も少なくない。沖縄及び南西諸島の土壊は，

赤黄色土(国頭マージ)といって，雨滴の衝撃と雨水による分散によって簡単に構造が壊

れてしまう。さらに，熱帯，亜熱帯気候特有の蝶雨やスコール，あるいは，台風であれば，

台風に伴う磁雨が容易に想像できる，これが一層侵食を大きくする。筆者ら 1)はつくばと

石垣島の降雨強度と降雨エネルギー値を比較したが，石垣島は降雨強度の大きい雨が多く，

また，降雨強度が弱くても粒が大きく，降雨エネノレギー値が高い。

2.鼠酸方法 ・一一一「ーナーーマーー~一一一一一ー一一

(1)流量・水質モニタリング

宮良川流域を中心にして定点観測 6カ所

(Fig.l)の平事名堰，川原橋，二又駆，仮興楠，

仲水橋，制桶)，富良川下流の平喜名橘に流量

測定用に水位計と自動連続採水装置を設置する。

水位計は常時稼働させ，採水装置は降雨時や洪

一一強制

水時を中心に稼働させ.採水したサンプル瓶を

持ち帰り分析する。試験流域は，測定データ比

較のために富良川の他に雌川にも設けた。採水

時の測定は， pH， EC，満度，水位であり，持ち

帰り， T-N， T-P， SS等を求めた。

(2)土地利用

-.
 

11f.しrt"宇骨宿苧 ¥・¥ !

| 、 ・・: jx -~ J ， ( 
c-':r;"kn-.--:I・;ぺ対抑 ・ρj

‘~I ..' -.- -'~~ ・1下・ • T ・をtJ 
;ァ-ー了・..…¥7 ・0 ・・f.:".;_・0 ・二JY

Fig.l宮良川流域

宮良川流壊の全面積は 27.34km1，主な地目として真栄里ダムと底原ダムの集水面積(山

林)が 1l.lSkm1で 36%，水田が 1.OOkrn1で 3.7%，畑地(キピ，パイン，牧草等)が 8.23km2
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で 30%である。

3.結果と考察

(1)宮良川の流出量

平喜名堰，平喜名橋，轟橋において定点

観測時や降雨時に電磁流速計を用いて河川

流量を求めている。また，水位計も設置し

ているので水位一流量曲線を作成し，流量

を計算する。さらに，平喜名聴においてポ

ンプで揚水し，かんがい水を他地域に送水

している。雨の日を除く水位の低下は，ポ

ンプの揚水運転のためで，ポシプの吐き出

し量と水位の動きを関係、させた水位貯留曲

線を作り，これを状況に応じて用い，河川

流出量を計算した。

(2)宮良川の ss濃度と負荷量
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Fig.2流量と ss濃度の関係
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年間の土壊流出およびリンの負荷量の算

定は，河川流量に各々の濃度値を掛ければ

良い。しかし，漉度値は連続して観測され

てないため.年間の総負荷量を計算するに

は.推定式が求められる。そこで流量と負

荷量(観測値)のべき乗回帰式を用い，負 Fig.3 流量と ss負荷量の関係

荷量を推定した。流

量と ss濃度の関係を

示したのがFig.2であ

る。測定時に先行降

雨がなければssは小

さいが，ダムからの

放水どポンプ海概揚

水ため，河川流量は

必ずしも小さくはな

いときがある。
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Fig.4 時間当たりの ss流出量

それを区別するため. ss測定時に先行降雨の有無で区別した結果，測定時先行降雨5.5mm/

dayが境界となった。流量と負荷量(観測値)のべき乗回帰式 (LQ式)を、 2本の回帰式

で表した (Fig.3)。これらの回婦式を用いて負荷量を計算した結果の一部をFig.41こ示す。

年間負荷量についても同じく Tablelに示した。不完全であるが流出土量を流域畑面積8.2

3k m Zで割って仮比重1.3で体積換算すると、凡そ年侵食深は O.2mmとなった。

Table 1 2000年7月から20例年6月までの雨量、河川流量、 ss流出

1)坂西研二ら 1997 : Disdrometerを用い

た雨話題粒径分布と運動エネノレギーの測

定.農土論m204:119・125

降水量

(mm) 

2601 

河川流量

(mm)・
1995 

-河JII議{filを水深に銭総
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土壊中におけるvocガスの密度流に関する研究

Densityむivenflow of vola抵leorganic compound in soil 

演本昌一郎・宮崎毅 ・溝口勝 ・関勝寿

東京大学大学院農学生命科学研究科

Abstract 

VOCガスなどの高密度ガスでは、重力の影響を受けて密度流が発生することが

知られている。本研究では、カラム実験によって VOCガスの密度流を、豊浦砂

と立JIIロームを用いて検証した。その結果、両土壊にて密度流がガス移動を促進

させること、また土壌によって密度流のフラックスが異なることが分かうた。

キーワード:密度流、揮発性有機化合物、土壌ガス、土壌汚染、densitydriven 

flow、VOC(Volatile Organic Compound)、 soilgas、soilcontamination 

1. はじめに

近年、日本において揮発性有機化合物

(Volatile Organic Compound， (VOC))に

よる土壌および地下水の汚染が多くの場

所で顕在化してきている。汚染物質とし

ての多くの VOCは揮発しやすく、その

ガスは空気よりも比重が大きいため、重

カの影響により周囲との密度差に起因し

た密度流が発生する。密度流に関するシ

ミュレーション研究によると、ガス態と

しての VOCの移動が汚染領域を拡大す

るという報告もある{Lenhard et 

al.，1995}。本研究では、豊浦砂および火

山灰土を用いたカラム実験によって、

VOCガス移動における密度流の影響を

明らかにすることを目的とした。

2.実験

豊浦砂と立J11ローム (2mmふるいを

通過させた火山灰土)を供試土として用

いた。気相率が 40%、30%、20%にな

るように含水比を調整した後、それぞれ

乾燥密度1.50Mgm・3、0.50Mgm・3でカ

ラムに充填した。また、 VOCとしてガソ

リンなどに含まれる 2ーメチルベンタン

(イソヘキサン)を用いた。 Fig.1に実

験装置の概略図を示す。インレットチャ

ンパー内にトレーサー原液の入ったシャ

ーレを敷き詰め、飽和ガスで充満させる。

供試土カラムをインレットチャンパーに

接続し、プランジャーを引くことでガス

移動を開始させる。実験は拡散流のみを

想定した水平方向と、拡散流と密度流を

想定した鉛直方向の 2パターンで行い、

カラム中のガス密度(インレットチャン

ノ〈ーから 5cm、15cm、25cm地点)と流

出端からの排出フラックスの経時変化を

測定した。流出端からの排出フラックス

はフラックスチャンパーをカラムに接続

し、チャンパー内のガス密度の時間変化

から計算した。

3.結果

気相率 40%では、豊浦砂、立)11ローム

ともに、実験開始後 300分でほぼ定常状

態に達した。定常状態でのカラム中のガ

ス密度は、最大で鉛直方向が水平方向よ

りも豊浦砂で1.6倍、立)11ロームで 2倍

nu 
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となった (Fig.2、Fig.3)。また同様に、

気相率 30%、20%でも鉛直方向の方が大

きくなった。これらの結果は、鉛直方向

では密度流が発生し、vocガスの移動が

促進されたためと考えられた。また気相

率40%の定常状態において、 15cm、25

cm地点のガス密度は、水平方向の実験

では両土壌とも明瞭な相違が見られなか

ったが、鉛直方向では立川ロームにおい

て豊浦砂よりも1.2--1.4倍高くなった。

気相率 30%でも同様な結果が得られた。

また、鉛直方向での実験における流出端

からの排出フラックスは、すべての気相

率で立J11ロームの方が豊浦砂よりも1.3

--2倍高くなった(Fig.4)。これらの結果

から立川ロームの方が豊浦砂よりも大き

な密度流が生じたと考えられた。

mql  zfE1j 

F 
1\10岨~I... 

A: Horizontal ex岡市nent

さ0.7

~0.8 
ID 0.5 ト

き0・!

Fig.l Schematic dlagram of expe同mentalsetup 

ー・-horizon凶-10.由....nr1iul・IOrI由
・世-h町田ntal・3副b也、

ー世・叫梧"'・2剖加由

I 10 15 20 25 30 

Distance (rom inlet chamber (cm) 

Fig. 3 Time詑 riesof gas density dislribulion in Tachika凋同m
for v回 ica)and horizontal experiment (air conlent 4()%) ， 

4. 益金山三
カラム実験の結果から vocガスなど

の高密度ガスでは、密度流がガス移動を

促進させること、また土壊によって密度

流のフラックスが異なることが明らかに

なった。今後はモデルを用いた数値解析

によって、土壌の物理性と密度流による

ガス移動の関係を明らかにしていく予定

である。
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糞尿スラリーあるいは化学肥料の施用が牧草生育と土様理化学性に及ぼす影響の差異

Differences of the effects of dairy waste slurry and chemical fertilizer 

on the growth of gras8 and 80il phisico・chemicalprope此ies.

石渡輝夫・小野学・石田哲也・横演充宏・大日方裕

(独)北海道開発土木研究所

要約: 異なる4種類の土壌(黒色火山性土及び疑似グライ土の表土と下層土)をポットに充填し、

牧草を播種した。 5年間、牧草収税後に糞尿スラリー施用(化学肥料併用)あるいは化学肥料を施

用する処理を行った。スラリー施用区の牧草収量は 1年目で化学肥料施用区より劣ったが、 2年

目以降にこの傾向が変化した。下層土の収抵は表土より劣った。 5年後のポット土境では、糞尿

スラリー施用区の有機物含量は化学肥料区より高い傾向にあるが、土壌物理性の大きな差異は認

められなかった。

キーワード: 糞尿スラリー、化学肥料、牧草収量、土壌理化学性

1 はじめに: 最近、家畜糞尿の有効利用が喫緊な課題となっており、家畜糞尿と化学肥料の

作物生育や土壊理化学性に及ぼす影響の差異が改めて関われている。そこで、異なる土境をポッ

トに充填し、乳牛の糞尿スラリー区と化学肥料区の施用処理を 5年間行い、牧草を栽倍し、調査

をした。

2 調査方法: 1) 供試土壌: 黒色火山性土(札幌市月

寒北農研センター内)と疑似グライ土(滝川市!日畜産試験場

内)のそれぞれの表土と下層士、の合計4種類(表 1)。

2) 土壌のポット充填: 各土境を塑性限界程度に乾燥し

表 1 供試土の性状
供E宜主
J:u~m主

.1=18下層土

鴻IIIR主
治JII下m之

た後、径 2cm以下の土塊になるように砕土・筋別した。その後、直径25cmの無底ポットにlOcm

の上層と 15cm下層に分け充填した。ポットに飽和湛水が生じないように、下層の下には鹿沼土

を用いた。上層の充填に先立ち、土犠 pHを6.0に矯正する炭酸カルシウム及び牧草の初期成育

に必要な化学肥料を混和した。下層の充填に際しては土犠 pHを6.0に矯正する炭酸カルシウム

を混和した。

3) 牧草の播種、収穫、肥培管理: ポヅトに 1999年8月6日に牧草〈オーチヤードグラス〉を播

種し、 2000年以降、 2回メIJりあるいは 3回刈りで牧草を収穫した。収穫後、糞尿スラリーあるい

は化学肥料を北海道施肥標準に基づき施用した(スラリー区と化学肥料区)。スラリー区では全N、ー

全P、全Kの肥効率を施肥標準に基づきそれぞれ 0.4、 0.3、0.9とした。スラリー区ではKが施

用上限になるため、スラリー施用で不足するN及びPを化学肥料で補足施用した。栽植ポットの

反復数は2で、無栽植ポットを反復無しで設けた。

4) 根張りの観察: 栽培試験を終了後の 2005年4月にポット側面を切断し、ポットに内接す

る土壌での根強り状況を観察した。

5) 土境の採取分析: 栽培試験を終了後の 2005年4月にポットの上層から、ルートマットが

存在する土層(以下、 1層目)及びその下部土層(問、 2層目)を、下層から 1土層(問、 3層目)を採

取し、理化学分析を行った。

3 調査結果と考察

1) 牧草の収量(図 1)と根張り: 播種後 1年の化学肥料区の牧草収量は4種の土境でスラリー

区を上回った。しかし、 2年目以降は土犠により異なり、月寒下層土ではその後4年間、滝川表

土では2年間、スラリー区の牧草収量が化学肥料区を勝った。なお、表土の牧草収最は下層土よ
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り多い傾向が月寒及び滝川の土壊で認められた。栽培

試験終了後、表土での援張りは下層土より深く優った。

2) 土壊の理化学性(表2)

(1) ポットの土壊表面: 滝川下層土のポットでは表

面から下に亀裂が生じた。

30.0 

15.0 

0.0 

(2) pH: 土境により pHは大きく異なったが、栽植 l制

処理ではスラリー区のpHは化学肥料区より低い傾向が

認められた。滝川下層土を除き栽纏区の pHは無栽植区 I15.0 

のpHより高かった。
0.0 

(3) 有機物含量 : 土犠により有織物含量は大きく異

なった。栽儲区内ではスラリ ー区と化学肥料区での有

機物含盆に明瞭な差は認められなかった。無栽植区内

ではスラリ ー区の有機物含量が化学肥料区より高かっ

た。 4種の土壊で栽植により有機物含量は増加した。

会会鳥島~. .~‘』也会島会会
~-~.#~ -#~.#~-#~-#~.~~-#~.~#~. 

ド喝-"・且宇'1---"'.化掌・・企..11下且ヲ門事・ ・..11下化学l

図1 牧草収量の推移

表2 栽培試験後の土壊の理化学性

主11 処理 位鐙 pH 
純 物8m〈mHM》t|t3d川品-H》!刈 処理 位置

pK 有徳物smgE〈，晴，，SHlMssf・品'J~) 
{鉛(l!Icm3:( {也) (l!Icm3:【

スラり
lIfHil 5.67 11.50 0.73 27.7 10.0 

スラリ
1m冨 6.31 16.10 0.83 25.8 15.3 

一組鎗 32居E書BB 
5.50 10.80 0.80 28.4 4.8 

ー組重量 23層mBs 8.38 15.80 0.88 25.5 15.0 
5.49 10.50 0.82 27.3 5.2 8.47 14.10 0.74 18.3 17.1 

化e lP1Ii1 5.73 11.80 0.75 28.3 8.6 
化a 1MIiI 8.33 15.90 0.84 23.5 13.9 

組重量 23Em5B g 
5.65 10.30 0.81 28.2 4.6 fi!Ja 23mE5B 8 

8.43 13.90 0.88 23.8 15.7 

滝川 5.66 10.10 0.80 29.1 4.1 月8 8.52 14.50 0.70 22.4 15.2 

If土 スラリ lMIiI 5.09 9.90 0.7宮 27.8 7.7 密主 スラリ 1m!!! 5.74 13.40 0.55 31.6 13.8 
ー喜重tll

32HmES g 
5.18 9.80 0.75 23.8 7.2 ー告書鈎

23RmES g 
8.12 13.80 0.85 25.0 12.4 

重量 5.16 9.70 0.75 23.9 7.5 • 5.88 14.00 0.88 21.4 12.9 

化毘
1110 5.24 8.60 0.81 31.3 10.7 

化包
1m liI 5.85 13.30 0.64 24.5 14.5 

鑓tlIa32mmg B 
5.37 8.30 0.80 22.1 7.5 錆也a23REBBB B 

6.08 13.40 0.65 28.0 11.9 

5.35 8.20 o.ss 18.1 u 5.85 13.30 0.88 22.6 13.9 

スラリ
lMIiI 7.08 0.90 1.20 18.6 7.9 

スラリ
ll1!1li1 6.85 2.20 0.81 20.3 7.8 

一錨a23mmg g 
7.52 0.90 1.31 12.5 6.0 

ー錨.32RmBsB s 7.08 1.10 1.17 13.5 邑5
7.57 2.00 1.37 9.1 5.1 7.05 1.00 1.25 10.1 5.8 

化庖
11i11i1 7.21 1.20 1.32 7.4 6.4 

化12 1m自 7.12 1.80 1.12 19.3 7.8 

組事量 32mEEg g 
7.33 I.QO 1.40 8.1 5.3 

初重量 32 R鱈E自冨 7.09 1.00 1.18 15.0 8.2 
淀川 7.82 1.40 1.41 5.1 4.8 月JJ 7.09 1.00 1.28 10.8 5.9 

下m スラリ 1mlil 6.25 1.10 1.18 18.6 8.8 下R'):jスラリ 1mlil 8.44 1.20 0.98 29.4 8.7 
ー無組

23m庖g§ 
7.58 0.80 1.30 10.7 4.4 ー無償

32mmB B 
8.78 0.90 1.12 19.8 5.3 

a 7.83 0.60 1.38 8.4 4.8 重量 8.85 0.70 1.20 14.7 5.6 

ft偲 "~1iI 7.42 0.70 1.28 15.2 8.1 
化lE

1mlil 8.88 1.00 1.03 28.8 7.2 

書事組重量 32mBB 毘
7.54 0.50 1.40 8.2 8.0 録組重量 23居層留目

6.75 0.90 1.15 8.6 7.3 
7.93 0.50 1.41 5.5 5.4 8.89 0.90 1.28 12.2 8.6 

(4) 容積重: 土嬢により容積重は大きく異なり、下層土で表土を上回った。月寒表土を除く 3

土壊の栽植区と無栽植区で、スラリー区の容積重は化学肥料区より小さいか同等となる傾向があ

った。全処理で下層ほど容積重が大きい傾向があり、下層での圧縮の進行を示唆した。

(5) 粗孔隙量: 土壌により粗孔隙・枇は異なった。滝川表土栽植処理ではスラリー区の組孔隙量

は化学肥料区よりも少ないが、滝川下層土では逆であった。両下層土の無栽継処理のスラリー区

での粗孔隙量は化学肥料区よりも多かった。全処理で下層ほど粗孔隙最は減少する傾向があった。

(6) 易有効水分孔隙量: 滝川土栽植処理でのスラリー区の易有効水分孔隙哉は化学肥料区より

も多かった。滝川表土の栽植処理の2、3庖自の易有効水分孔隙量は無栽植処理よりも少ない傾

向であったが、月寒表土では逆であった。

4 まとめ

スラリー区での牧草収監は施用 1年目で化学肥料区を下回ったが、それ以降、傾向は変化した。

スラリ ー中の肥料成分の肥効率は連用の場合、検討を要する。表土に比べ下層土での低収性の要

因は不明である。 5年後の土療でスラリー区と化学肥料区で土援物理性に大きな差異は無かった。
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雨水鉛直浸透数値計算に関する土犠水分特性パラメータの計測手法
Methods for determining soil hydraulic parameters for analyzing vertical rainwater in白Jtration

梁偉立小杉賢一朗林祐妃水山高久

京都大学雌学研究科

Abstract 

従来より，土居の保水性と透水性を代入して Richards式に基づく数値計算により，雨水の

鉛直浸透過程の解析が行われてきた。保水性と透水性のパラメータを求めるためのいくつか
の方法があるが，本研究では，室内試験法，野外観測法，ならびに室内試験と野外観測の折

衷法という三つの計測手法を比較検討した。野外観測法により求められた水分特性パラメー

タを用いることで，マトリックポテンシャルと体積含水率変化の推定誤差を小さくすること

ができ，雨水鉛直浸透に関わる土壊水分特性パラメータの決定方法として，優れた方法であ

ることが示された。

KeyWords:雨水浸透，土嬢保水性，透水係数， リチャーズ式
Rainwater infiltration. Soil water retention. Hydraulic conductivity. Richards equation 

1. はじめに
山地小流域における雨水の浸透・流出のプ

ロセスを物理水文過程に基づいてシミュレ

ートする研究が盛んに行われてきた。これら

の研究で提示されたモデルでは，斜面土層の

保水性・透水性を入力する必要がある。この

ため，現場で採取した不撹乱土犠試料を用い，

実験室で土壌水分特性を測定することが一

般的に行われてきた。ただし，この方法で計

測された土嬢水分特性が，必ずしも斜面スケ

ールの雨水浸透現象を説明できないことが

指摘されている。本研究では，水分特性を測

定する方法のうち，室内試験法 (Method1)， 
室内測定と野外観測の折衷法 (Method2)， 

野外観測法 (Method3)について検討し，そ

れぞれの手法の優劣に関して，雨水浸透過程

の再現精度に着目して解析を行った。

2. 方法

土壌の保水性 (体積含水率8と圧力水頭v
の関係)と透水性(透水係数Kとvの関係)

は，それぞれ次式で表されるものとした

(Kosugi， 1996)。
(J -(Jr ，J In(IJI/!I' m) )… S. =ーーム=QI...¥'Y.l"'m/l.........(I)

eos-orziσj 

[q'n(~~~M))r~[q'n(~~~m) +u)rω =吋In(~/~サ 4rq'n(~~~m)σ) ‘
σ1  Iσ  

ここで， Se:有効飽和度.8.:飽和体積含

水率. 8，:残留体積含水率. 'I'm:メジアン
孔隙径に対応する圧力水頭， σ:無次元パラ

メータ (σ>0)，K. :飽和透水係数.Q:余

正規分布関数である。数値計算を行うために
は，各深度の土層におけるパラメータθμθ

'I'm' σ， K.の値を定める必要がある。

2.1 Method 1 :室内計測法

土壊試料を用いて計測された各深度の pF

-水分曲線に.(1)式を最小自乗法により 当て

はめることによってe..8" 'I'm. σを決定
した。 K.には，変水位透水試験により得ら

れた値を代入した。

2.2 Method 2 :室内と野外の折衷法

現位置斜面における体積含水率の高空間

分解能計測は，測器の制約から未だ一般的な

ものとはなっていない。このため，現位置で

テンシオメータのデータしか得られない場

合を想定して，室内と野外の折衷法について

も検討を行った。すなわち，室内計測で得ら

れたθ-Ip関係を用いて，現位置斜面で実測さ

れたvより働時系列を求めた。その上で，瞬

間的断面法 (instantaneousprofile method)に

より K-Ip関係を求めた (Watson，1966)。

得られた8-'1'関係と K-"，関係に (1)，(2)式

を最小自乗法より当てはめることによって

孔， θ" 'I'm. σ， K.を算出した。
2.3 Method 3 :野外計調，IJ法

大規模な降雨イベント時に現場で実測し

た圧力水頭と体積含水率のデータを用いて

各層のθ-Ip関係を決め，さらに瞬間的断面法

を用いて K-tp関係を決めた。得られたθ-tp

関係と K-"，関係に(1)，(2)式を最小自:乗法に

より当てはめることによって久， 0 rt 'I'm. 

σ， K.を算出した。解析には，排水過程の
データを用いた。
3. 観測流犠・項目

観測は兵庫県六甲山系にある住吉川流域
の山地小流域において行った。この流域では，

六甲山グリーンベルト事業により，ニセアカ
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どの場合で，Method 2による誤差はMethodl

と Method3の中間であった。 Method1によ

る誤差は，'11については Method3の平均 2.65

倍， ABlについては Method3の平均 5.84倍と

なり， Metbod 1が最も再現精度が悪い方法で

あることがわかる。以上の結果，豪雨時の現

場斜面における体積含水率と圧力水頭の同

時計測に基づく保水性・透水性の決定方法が，

最良の方法であると結論付けられた。
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シア林が伐採され， 2000年に落葉・常緑広

葉樹が植栽された。このため観測点では，樹

冠による被覆が見られなかった。計測項目は，

雨量，B， '1'とした。初計調.IJにはキャパシタ
ンスメータ (Sentek社製 Eぉ，yAG) を用い，

深さ 5cmからお cmまで 10cm毎に 5分イ

ンターパルで計測した。同深度のvを隣接す

る地点において，テンシオメータ(大起理化

製DlK・3150) を用いて同じく 5分インター

パルで計測した。計測地点から約 2m離れた

場所に土壌断面を掘削し，深度0・20cmでは

5cm毎に，以下lOcm毎に 90cmまで 100cc 

サンプラーを用いて土壇試料を不撹乱採取

し，加圧板法と変水位透水試験により θ-'1'

関係と Ksを測定した。

4. 結果と考察

Method 2， 3に関しては， 2003年 11月23

日""11月 24日の降雨イベント(積算雨量

38.4 mm)時に観測されたデータを用いて.

パラメータの決定を行った。図-1に，各

Methodにより得られた 0・10cmのθ-1/1関係

とK-lp関係を示した。各 Methodにより得

られたパラメータを用いて， 2003年 11月 28

日""11月 30日の降雨イベント(積算雨量

44.8 mm)時の鉛直浸透過程を，数値計算に

より解析した。図-2(上はvの時間変化，下

はtJ(}(J)時間変化。 Aθ:降雨開始時点からの

伽変化量)に示したように，室内実験に基づ

くθ-'11曲線を用いた Method1及びMethod2 

の計算結果では，雨水が表層に大量に貯留さ

れ，浸潤前線の下降が遅く，実際の浸透現象

を説明できていない。一方，現位置での観測

結果のみに基づく Method3による数値計算

結果は，実際の浸透現象を良好に再現してい

ることがわかる。

図-1に示したように， Method 1とMethod

2によるθ-'1'曲線では湿潤領域の土壌水分

貯留量が大きく計算されたため，雨水の貯留

が実際よりも大量に見積もられたと考えら

れる。さらに Methodlでは， rpの小さい領域
における不飽和透水係数が小さく計算され

たため，浸i間前線の下降が実際よりも遅く見

積もられたと考えられる。

図-3に 2003年後半の各降雨イベントに

おいて求められた，'1'と A(}(J)野外観測値と計
算{直の絶対誤差の平均値(全深度かつ全時刻

のデータの平均値)を示した。vとA8ともに，
Method 3によって計算された誤差が三つの

方法の中で最も小さいことがわかる。ほとん・

袖E国首喧d四~MlIriC p:畑前説
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土壌構造の発達に伴う森林土嬢の水分特性曲線の変化

Change in Water Retention Curve of Forest Soil as Structure Development 
林祐妃小杉賢一朗水山高久

京都大学農学研究科

Abstract 
森林土境の保水能力の定量化を目的として，土犠構造の発達に伴う水分特性曲線の変化を踊査

した。 9箇所の林地から不撹乱の土壌サンプルを採取し， pF試験を行った後，同じ土壌を撹乱し
て構造を破線し閉じ pF試験を繰り返した。その結果から，従来では，構造の発達した土堀を圧

縮しても高サクション部分の体積含水率は変化しないとされていたが，森林土嬢を対象とした本
研究では，締め固めた土嬢で体積含水率が小さくなる傾向であった。また，モデノレ関数をあては

め，孔隙径分布を示すパラメータを算出した結果から，母材にかかわらず，飽和体積含水率，残

留体積含水率.孔隙径分布の分布の幅，メジアン孔隙径の全てが増加することが分かつた。

KeyWords :水分特性曲線，森林土犠孔隙径分布

: water retention curve， forest soil， pore-size distribution 
はじめに 近年，森林の水源、酒養機能や 六甲山のサンプルは土性により粗粒土壌

洪水緩和機能などの役割が注目されてお (Gc) と細粒土壌 (Gf)の 2タイプに分

り，適切な評価が求められている。その 類した。桜島 (VA)の土性は Gfよりさ

ためには，森林土壊の保水性を，水分特 らに細かかった。不撹乱サンプルを用い

性曲線の計測により明らかにする必要が てpF試験を行った後，伺じ土壊を撹乱し

ある。土嬢の水分特性曲線は，植生の影 てpF試験を繰り返した。

響を受けて形成された2次的な孔隙のみ 結果と考察 Fig_tに撹乱土と不撹乱土

で決まっているわけではなく，母材やそ の水分特性曲線の比較の例として新規植

の風化具合によって特徴付けられる土粒 栽地の深さ 15・20cmの結果を示した。

子の性質にも依存しており，森林植生に V'>-50 cmでは不撹乱土の傾きが大き

よる水分特性曲線の変化については不明 く.IJIι50 cmでは撹乱土の傾きが大き

な点が多い。そこで本研究では，森林土 くなっており，森林の植生の影響にょっ

嬢の不撹乱サンプルを用いて孔隙径分布 て大きい孔隙が増加し，中間の大きさの

を計測した後に，同じサンプルを撹乱し 孔隙が減少する結果となっている。この

て2次的な孔隙を取り除いた状態で再び 傾向は， Hillel (1998)による団粒状土壌と

計測を行い，両者の結果を比較すること 締め固めた土壌の比較を行った概念図で

で，植生が保水性に及ぼす影響を抽出す

ることを試みた。 • Disturbed. measun:d 
o Undislur恥d，measured 

h 一一 Fitted

-10' -10' ・10き・10'

Matric potential V'(cm) 

0.6 M' 
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c:t> 

z 
u 
E 

g 
‘-U 

司

~ 
O 

‘-U 
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〉

方法六甲山(花闘岩)と桜島(火山灰

土)において，数種類の森林から不撹乱

土を， 100 ccサンプラーを用いて採取し

た。六甲山ではヒノキ林2箇所，広葉樹

の新規植栽地，プナ林，アカマツ林，コ

ナラ林，桜島ではマツ林，針広混交林，

広葉樹林の，合計9箇所を対象とした。

六甲山では表層から深さ 20cmまでは 5

cmごとに，深さ 20cmから 90cmまでは

10 cmごとに採取し，桜島では表層から

深さ 50cmまで 10cmごとに採取した。

Flg. 1 Water retention curves for disturbed and 
undisturbed s創nplesof man-made fo問stin 15・to
20・cmdepth. 
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ある Fig.2と一致する。一方，'P=・15000

cmの訓ま不撹乱土で 0.1程度大きく成っ

ており， Fig. 2の特徴とは明らかに異な

っている。

-各撹乱・不撹乱土の水分特性曲線に，

モデノレ関数 (Kosugi，1996) を当てはめ，

孔隙径分布を示すパラメータを算出した。

Fig. 3 の Bs は飽和体積含水率，~は残留

体積含水率を示している。既往研究は，

二次的な孔隙の発達でBsが増加すること

を指摘しており， Fig. 3においても Gc，

Gf，VAのすべてで撹苦しから不撹乱土にな

ると&が増加傾向にあるといえる。さら

にFig.3は，二次的な孔隙の発達により，

ほとんどのサンプルでaも増加すること

を示している。 BsとB，の差で表される有

効孔隙率はt GcとVAで増加する傾向が

見られたが， Gfでは大きな変化は見られ

なかった。

Fig. 4には，メジアン孔隙 rmと孔隙

径分布の幅を表すパラメータoの変化を

示した。 Fig.4aより ，rmとoの両方が，

不撹乱土において撹乱土よりも大きくな

っていることが分かる。これは，森林植

生の影響を受けた二次的孔隙の発達によ

(8) 
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Aggregated soil 
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+ 

Ma旬・icpOlenlial 
Fig. 2 Schematic cited from HiIlel (1998)， 
which iIIustrates changes of water retention 
curve by soil ∞mpaction. 

り，メジアン孔隙径が増加し，孔隙径分

布の幅が広くなることを示している。同

様の傾向はGfとVAにも共通してみられ，

母材の地質や土性の違いに因らぬ一般的

な傾向であると考えられた。

引用文献

HiJlel， O. (1998): Environmental Soil Physics. p. 
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森林火災が永久凍土地域の土壌水分動態に及ぼす影響

τもeeffect of forest fire on soil water regime in perma金ostregion 

岩崎秀威 長谷川周一

北海道大学大学院農学研究科

Abstract 

森林火災が森林生態系における土壊水分環境に与える変化の過程を土壌水分の観

点から評価することを目的とし，試験区として設定した火災区と対照区において土

壌水分の経時変化を測定した。その結果，火災区と対照区では地表面状態が異なる

ため，土壌面蒸発量と降雨浸透量に大きな差が見られた。また，地表面付近の土壌

水分状態の変化によって，火災区ではそれ以深の土壌においても，土壌水分が将来

的に対照区よりも湿潤になる可能性が示された。

キーワード:土壌水分，森林生態系，森林火災

Key words : soil water， forest ecosys主em，forest nre 

1.はじめに 近年，東シベリアの永久凍

土地域に広がる広大な森林では，主に人

為による森林火災が頻発しており，森林

生態系に及ぼす様々な影響が危慎されて

いる。森林生態系における土壌水分環境

は，降雨と蒸発散のバランスから成り立

っており，土層構成が，地表面付近は有

機物 (humus)層，それ以深は鉱物質層

と性質の異なった土壌で構成されるため，

土壌水分動態は複雑な動向を示す。そこ

に火災が生じた場合，それ以前とは異な

った水分ノ〈ランスが生じ，土壊水分動態

に変化があると考えられる。そこで本研

究では森林火災が森林生態系における土

壌水分動態に与える影響を評価すること

を目的とした。

2.方法本研究は，ロシア連邦サハ共和

国ヤクーツク市近郊のスパスカヤパッド

研究林において行った。現場の自然状態

での土壌は，地表面から 2"""'3cmがリタ

ーに覆われていて，深さ約 10cmまでが

humus (腐植)層，それ以深は砂質土壊

である。 2004年7月，研究林の 8mX8m

のプロットで人為的に火を入れた火災区

を設定し，その近傍に対照区を設定した。

翌年 2005年 7月 29日--8月 15日の期

間で，両区において TDR法により体積

含水率を経時測定した。また，両区に内

径 6cm長さ 16cmのカラムを埋設し，植

生による蒸散量を除いた土壌水分の変化

を追うことで，土壌面蒸発を評価した。

3.結果と考察 (1)火災区，対照区の両

区における土嬢水分の経時変化

(Fig.1，Fig.2) どちらの区においても

地表面から 10cm程まである humus層

での変動が大きく， 45cmではほとんど

土壌水分は変化していないという傾向が

ある。 15cmと25cm深を比較すると，

火災区はほぼ変化はないが，対照区では

若干乾燥傾向が見られた。また humus

層を比較すると，変動の幅は大きいが今

回の測定期間において，火災区では

0.32m3/m3から 0.34m3/m3 へと湿潤傾

向を示したのに対して，対照区では 0.29

m3/m3から 0.27m3/m3へと乾燥傾向を

見せた。全体として，火災区は対照区よ
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りも湿潤傾向が強い結果となった。

(2)土壌面蒸発 (Fig.3) 火災区と対

照区を比較すると，特に降雨があった直

後での蒸発と降雨浸透量の差が顕著に見

られる。これは，火災がリターを焼失さ

せたことが最大の要因であると考えた。

対照区においては，リターは 2"'3cmの

厚さがあり，多少の降雨はリターに吸収

され，その下の humus層へ浸透する水

分は少ない。さらにリターに吸収された

水分は，最も日射を受ける地表面である

ため，すぐに蒸発してしまう。よって降

雨浸透量が少ないために蒸発量が卓越す

る。反対に，火災区はリターがない，あ

るいはあっても非常に薄いため，降雨は

直接にhumus層へ浸透する。Fig.l，Fig.2

からも水分の上昇がみられるので，蒸発

量よりも降雨浸透量が卓越するものと考

えられる。

第47回

0.1 

7/29 8/1 

4.まとめ 火災区，対照区の両区画にお

いて，深さ 45cmまでの土嬢水分を測定

した。対照区は火災区に比

べて全体的に乾燥傾向があ

り，火災区は humus層に

おいて湿潤傾向があった。

その要因として， リターの

存在の有無による地表面の

状態の相違が土壊面蒸発に

大きく影響しているものと

考えた。この傾向が将来的

に続くとすると，火災区は

対照区よりも全体的に湿潤

な土壌水分状態になりうる

ものと思われる。

参考文献
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Fig.2対照区での土領水分変動
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Fig.3火災区及び対照区での池袋面付近の土犠水分変動
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冬期・融雪期の土壊水分と硝酸態窒棄の溶脱に関する研究

Infiltration and nitrate leaching under tbick snow cover 

村上知美，長谷川周一

北海道大学大学院農学研究科

Abstract 

冬期・融雪期の土場中の硝酸態窒素の溶脱現象を明らかにするため土塘中の硝酸態窒素漉度と

土壌水分状態を測定した。その結果、冬期の土壊水の移動は動水勾配 1の非常に遅い流れで溶脱

は進仔せず、融雪期においては、約370阻の融雪量でも土壊マトリックスからの溶脱深は 20ω

程度であった。冬期・融雪期とも土壊水は粗孔隙を流れるため、土墳水の移動から溶脱を定量化

することは困難であることが分かった。

キーワード:浸潤，溶脱，融雪

Key words: Infiltration， Leaching， Snow melt 

1.はじめに

北海道のような多雪地帯では融雪後に土

纏中の硝酸態窒素が少ないことが知られて

いるが、冬期・融雪期を通した土犠水の移

動や硝酸態窒素の移動を測定した例は少な

い。真冬の積雪下面においても一定量の融

雪があり、土境水の移動に伴って硝酸態窒

素が下方移動していることが考えられる。

そこで本研究では、冬期・融雪期の土壊

水の移動と硝酸態窒素の溶脱現象を明らか

にすることを試みた。

2.測定方法

豊平川の沖積土である北海道大学付属農

場甜菜栽培跡地を対象とした。土壊断面調

査の結果から、 Ap層 (11月にプラウ耕起、

地表面~深さ 27cm)耕盤層(深さ 27.......41

cω、下層土(深さ 41"'-63 cm)に分割した。

測定期間は2004112110"'-2005/4129、測定

項目立、土壌水圧(テンシオメー夕、深さ

17，44，57 cm、3反復)土壇水分量 (τ'DR、

深さ 14，43，51畑、2反復)地温(地上40，20，0

個、深さ 20，30，40，50，60cm)を2時間毎に

自動測定した。土境水(深さ 20，40，60，80，100

cm、3反復)を3/20までは 1週間に 1回、

3/20以降は1週間に2回の頻度で採水した。

不飽和透水係数は下層土の不撹乱試料を

採取し測定した。3/16から深さ 17CIIlの土填

水圧に正圧が出始めたことから、 3115まで

を冬期、 3116から積雪が消失した4113まで

を融雪期とした。

3.結果と考察

ω冬期 日g.1・1に冬期の下層土の土犠

水圧と動水勾配を示す。土壌水圧は-7.......-9

cm、動水勾配は約 1の状態が継続し積雪下

面の融雪水の供給により土壊水分状態は安

定していた。

Fig.2に不飽和透水係数を示す。土壌水圧

が-7.......-9佃で吸水過程の不飽和透水係数は

大きく変化したため、圃場の水移動速度を

定量的に推定することは困難であった。一

方、既往の研究では札幌の融雪量は約 0.5

mm'dと報告されており、動水勾配を 1とす

ると透水係数は6X10・7佃18に相当する。

Fig.3に深さ別の硝酸態窒素濃度分布を

示す。深さ 20佃の濃度は増加し、他の深度

は濃度の増減が見られなかった。融雪量0.5

mm'dとτ'DRから求めた冬期間の下層の体

和信水率 0.56m3m・3を用いて、硝酸態蜜素

が土塘マトリックス中をピストンフローで

下方移動すると仮定すると、溶脱深は約 64
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四となり、 20佃間隔で採取する土嬢水の濃

度には影響を与えないと考えられる。

ω融雪期 Fig.l・2より土境水圧には大

きな日変動が見られ、非定常の水移動が生

じている。 1/4--4113の積雪水量(気象庁デ

ータ)は408皿であり、そのうち、 3115ま

での融雪量を36mmω.5mmX71日)とする

と融雪期 (29日間)の融雪量は372mmとな

る。 TDRから求めた融雪期の下層の体積含

水率 0.58msm'9を用いて、再び、硝酸態窒

素は土犠マトリックス中をピストンフロー

で下方移動すると仮定すると、溶脱深は 60

cmを超える。しかし、 Fig.3より硝酸態蜜索

濃度が大きく低下したのは深さ20佃だけで

あり、多量に浸透した融雪水は粗孔隙を素

早く下方移動するため溶脱が起こりにくい

と考えられる。またFig.2の土嬢水分の小さ

な変化で透水係数が大きく変化するという

結果から、土嬢水はマトリックス中を流れ

ず、わずかな粗孔隙中を流れていると考え

られる。

4.まとめ

冬期の土境中の水移動は非常に遅い流れ

で安定していた。しかし、実験回場では土

犠水は土塘マトリックスをピストンフロー

で流れるのではなく、組孔隙中を動水勾配

が 1で流れている。

融雪期は約 370阻の融雪が生じたが、土

場水は組孔隙を流れたため、土壇マトリッ

クスからの溶脱深は20個程度であった。

土嬢水の移動がわずかな粗孔隙に依存す

る圃場では、土嬢水の移動から硝酸態窒素

の溶脱を定卸句に求めるのは難しい。

参考文献

小島賢治:冬季聞の積雪下面における融雪量

(序報)，低温科学，物理偏，39:101-107(198ω
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乾燥とスレーキングが粘性土からの塩分溶出に及ぼす影響について

Effect of Drying and Air Slaking on Dissolution of Salt企omClayey Soils 

0畑岡渉¥赤江開IJ夫・・

Wataru Hataoka.、TakeoAkae・
・岡山大学大学院環境学研究科GraduateSchool ofEnvironmental Science， Okayama un以

要旨

諌早湾干拓地土境を嫌々な含水比まで乾燥させた試料を用い、塩分溶出試験とスレーキング試

験とを行い、乾燥処理がスレーキングを通じて塩分除去に与える効果を検討した。比較検討のた

め児島湖脱水ケーキ、中国内装古河套継区塩害地土壊についても同様の実験を行った。実験の結

果、最大スレーキング時に最大の塩分溶出が確認された。スレーキングが最も起こりやすい含水

比のときにリーチングを行えば、より効率のよい除塩を行うことができると考えられた。

キーワード

乾燥Drying、スレーキングAirSlaking、間隙pores、塩分溶出Dissolutionof Salt 

1.はじめに

諌早湾干拓地は畑地としての利用が計画されているが、海面干拓地であるため土犠底分量が多

く、作物栽培に適する土犠にするためには除塩を行う必要がある。これまでの研究で、乾燥処理

を施してからリーチングを行うと除塩速度が増すことが分かっているが(黒田ら、 2003)、その

理由は十分には明らかになっていない。塩分溶出には、乾燥により土塊表面に移動集積された塩

分の溶出のような一次的なものと、土境の内部構造の変化による拡散移動溶出の促進といった二

次的なものがあると考えられる。乾燥処理は極分の土塊表面への移動・析出に加え、内部構造の

変化にも支配的な影響を与える。内部構造の変化による溶出にはスレーキング特性が影響すると

考えられる。そこで、異なる乾燥処理を施した試料について塩分溶出試験とスレーキング試験と

を行い、乾燥処理がスレーキングを通じて塩分除去に与える効果を検討した。

2.実験方法

干拓地土犠を 50ccサンプラーにつめ、温度25'C湿度50%の恒温室で定めた含水比まで乾燥さ

せた。各乾燥処理を施した試料を 500∞ビーカーに入れ、それぞれ乾土重の5倍の純水を加え時

間の経過とともにECを測定した。また同じ乾燥程度の試料を 4.75mmのふるいの上に置き、容

器の中に入れ、試料の上面が水面下約 10mmになるまで蒸留水を注いだ。 24時間経過後に静か

に排水し、ふるいの下の崩落土を回収した。崩落率は(1)式で計算し、実験開始から 24時間後の

ECとの値を比較・検討した。実験は各乾燥処理ごとに 3叶の試料について行った。

ふるい下への崩落土の炉乾燥質量
崩落率._.. ~- • .. .~_~__: - - --*100(%)…(1) 

全試料の炉乾燥質量
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3.結果と考察

図 1は時間の経過とともに底分溶出が進行

する状況を示している。乾燥が進み、塩分の

表面折出量が多い試料ほど初期の塩分溶出量

が多いことが分かる。図2、図 3、図4は、

それぞれ諌早湾干拓地土、児島湖脱水ケーキ、

内蒙古河套溜区塩害地土のスレーキング崩落

率、溶出 24時間後塩分濃度と乾燥程度(初

期含水比)の関係を示している。

諌早湾干拓地土ではスレーキングが起こり

やすい含水比のときほど、塩分溶出量も多く

なっていることが分かる。炉乾試料では崩落

率が小さいのに溶出量が多いが、表面析出が

多いことと急激な乾燥に伴う大きな亀裂が除

患を促進した原因と考えられた。児島湖脱水

ケーキについてもスレーキング崩落率の高い

含水比で塩分溶出量が多くなった(図 3)。

一方、すべての含水比でスレーキングを生じ

た中国土では、塩分溶出量に差がほとんど見

られなかった(図4)。
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4.おわりに

除塩の進行には乾燥による土塊表層への塩

分の集積とその洗脱が重要な過程である。ス

レーキングが起こることで間隙へ水分が浸入

しやすくなり、土境の表面の増大により、土

境内部の塩の溶出が促進されると考えられた。

したがって、スレーキングが最も起こりやす

い含水比のときにリーチングを行えば、より

効率のよい除患を行うことができると考えら

れる。

c:=コIOU喜怒
~EC 

参考文献:熱田明代・赤江向IJ夫・藤国美鈴 (2003): 

児島湖底泥の脱水・硬化特伎の改良と児島湖脱水ケー

キの除盗促進方法の検討、第2回海環境と生物および
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融雪時期における土中の水分・熱移動の把握
Water and heat flow in a grass field during snowmelting period 

徳本家 康へ登尾治助"
・岩手大学農学部

"明治大学農学部

Abstract 
融雪時期の圃場において，サーモ TDR法を用いて土中の水分・熱移動を観察した。融

雪時期の土壌は，融雪に伴う連続的な水の供給によってほぼ飽和状態にあった。また

土中の水分量が高いため熱伝導率も大きかった。しかし，積雪のため地表面温度はほ

ぼ o<>cで一定であり，土中から地表面に向かって熱移動が生じるが，融雪水の影響によ

って地温勾配は小さく，地表面に向かう熱フラックスの移動は小さいと考えられる。

キーワード:黒ボク土，サーモTDR法，体積熱容量

1.はじめに

寒冷積雪地域における融雪水は，地下水のj函養や春先の農作物の生育に重要な水

資源である。また融雪現象は，地表付近の熱の流入に伴い生じるため，土中の熱移動

の把握は重要である。しかし，温暖な地核と比べて水分・熱移動の報告例が少ないのが

現状である。水分・熱移動の測定法としてサーモ TDR法がある。 TDR法の原理で土中

の水分量を測定すると同時にDualpulse probe法を用いて土中の熱的性質も測定可能

である。本研究では，サーモ TDR法を用いて，圃場の積雪下における土中の水分量と

熱的性質の経時変化を測定して融雪時期における水分・熱移動の実態把握を行った。

2.実験法

試験地は岩手県滝盛岡市近郊の牧草地であり，表土は造成によって少し撹乱された

状態にある。表土の約5cmは砂混じりの黒ボク土，深さ 15・30cmは比較的に均一な黒ボ

ク土，深さ 45cm程は砂質土壌である。サーモ TDRプローブを深さ 5，15， 30， 45cmに

埋設した。水分量は波形解析ソフト WinTDRを用いて推定し，また土の熱的性質(体積

熱容量，熱伝導率)，地温を30分毎に測定した。

3.結果と考察

Fig.lはToppら， Miyamotoら，登尾らの推定したTDRの較正式である。登尾ら(2005)
は， Topp式を1.3倍することで黒ボク土の水分量をよく表現でき，また黒ボク土の校正式

である Miyamoto式と一致することを示した。そのため，黒ボク圃場の各深度に応じた

TDR較正式は飽和のバルク誘電率と水分量の関係に基づきTopp式を倍数することでも

とめた。 Fig.2は圃場においてもとめた TDRの体積含水率8tdrとサーモ TDR法による体

積熱容量pcの関係、である。また図には室内実験で求めた重量法による体積含水率とpc
のデータも併記した。室内と野外で求めたデータはほぼ等しく，その傾きは水の熱容量

である4.18E6を勾配としており，圃場における熱的性質を精度良く測定できていることが
裏付けられる。また，融雪期の3/9・3/17日において TDRで測定した体積含水率8tdrとpc
によって推定したOρcの経時変化をFig.3に示す。融雪に伴い土中の水分量は高く，連続

した砲雪水の浸透によって土療はほぼ飽和状態にある。この水分移動の変化の激しい

時期においても，各深さlこおける8tdrとOρcは比較的に良く一致しているため，サーモ
TDR法による土の熱的性質は測定できていた。一方，同じ期間における熱伝導率と地

温のプロファイルをFig.4， Fig.5'こ示す。Fig.4では，3/9日から3111日にかけて各深さで水
分量が低下するとともに熱伝導率の低下が観察された。その後，融雪による水分量の増

-34-
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加に伴って熱伝導率も高くなった。今回の場合は，融雪期間の熱伝導率は飽和状態の
最大の勲伝導率からおよそO.2(Wm-1K-1)の範囲で地表から45cmの深さまで変動してい

た。この時の地表面温度は雪の断熱効果によってほぼot一定であり，土中への雪解け

水の浸入により地温は減少傾向にある。また積雪のため地表から土中への熱の流入は

なく，土中からは地表面への上向きの熱フラ Z09  

ックス移動が考えられる。しかし，その温度勾 E 
配は小さいため，融雪時期の上向きの熱フラ 電ω
ックスは小さいと思われる。一方，融雪時期と 言

は対照的に地表からの水分供給がない土壌 5 
凍結期間では，熱移動に伴う水分移動が考 与
えられる。そのため，今後は土壌凍結期間に g 
おける水分・熱移動についても検討したいと i 
思う。 e

3 
[参考文献]笠尾ら:TDR法を使った不飽和土嬢中における :.o 
水分・硝厳館蜜紫含量の測定.土木論文集34:15・21 ，. 

徹ifi本研究の一郎は，日本学術綬興会科研費(雌研究
(8)15380160)および治手大争 21世紀COEプログラム「撚ー生

命システム絡関学処点創成Jによって行われた.また横図宗明

氏の悔カを~~た.深鰍いたします.
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乾性火山灰土圃場における融雪期と豪雨時の下層水フラックスの比較

Comparing the deep percola針。nsu玄 ofsnowmelt and heavy rain 

in a well drained volcanic ash soil field 

岩田幸良1}. 広田知良 1}，林正貨2)

1 )北海道農業研究センター， 2)カルガリ一大学

Abstract:融雪期の下層の土壌水分浸透量を評価するため，乾性火山灰土試験圃場の

深さ 0.65mにおける融雪期とその他の時期の水フラックスを比較した.観測データと

V釦 Genuchtenモデルから推定した不飽和透水係数により 4年間にわたる融雪期と非

融雪期の水フラックスを計算した結果，比較的少量で長期間にわたって地表面から供

給される融雪水により融雪期の下方浸透量が年最大となることが明らかとなった.

キーワード :融雪期(snowmeltperiod)，浸透(infiltration)，豪雨 (heavyrain)，圧力水頭

(pressure head)，不飽和帯 (vadosezone) 

1 .はじめに

積雪地帯において月酔}成分の溶脱量や水

資源、量等を把握する上で，融雪水の浸透量

を把握する必要がある. しかし，寒冷な気

候により野外観測が困難なため，冬期観測

データが不足しており，積雪地帯における

融雪水の浸透について不明な点が多い.さ

らに，同地域における土壌水分移動に関す

る長期観測データが少なく，非融雪期の土

壌水分移動との比較による融雪期の土壌水

分移動量の評価もほとんど行われていない。

筆者らは，積雪・土壊凍結地帯における

土嬢水分移動を含む水文現象を長期的に観

測するシステムを開発し， 2001年 II月か

ら観測を開始した (Hiro泊 etal.， 2∞15) .本

論ではこの観測で得られた2005年4月まで

のデータを用い，特に夏期の豪雨時の土壌

水分移動との比較により融雪期の土壌水分

移動量を矧面した.

2.観測サイトと観測項目

北海道+勝平野のほぼ中央に位置する北

海道農業研究センター畑作研究部圃場(芽

室町)に試験区を設置した.土壌は乾性火

山灰土で約1mからレキ層となり，地下水

位が20m程度の排水性の良い画場である.

深さ 0.05，0.1， 0.2，…， 1mに土壌水分

センサを，深さ 0.6，0.7mにテンシオメー

タを設置した.融雪期に採雪管により 1週

間に2--3回程度雪を採取し，積雪水量を計

測した.降雪水量はいつ水式雨量計により，

雨量は転倒ます雨量計により計測した

3. 融雪期後期の不飽和透水係数の算出

深さ 0.6，0.7mの圧力水頭がほぼ一定で

この深さの動水勾配がほぼ lの水分状態が，

融雪期後期に数日間観測された.そこで，

この期間の下層土はほぼ定常状態であると

考え，以下の手順で融雪期後期の見かけの

不飽和透水係数を計算した

融雪期における積雪水量の変化と降雪水

量から融雪水量を算出した.融雪水が全て

土壌に入ると仮定し，これを地表面のフラ

ックスとした.これから深さ 0.65mまでの

土壌水分増加盤を差し引き，深0.65mを通

過した土壊水分量を求め， 0.6・0.7m聞の動

水勾配で除すことで深さ 0.65mの見かけの

不飽和透水係数を算出した.

地表面流出と雪面からの蒸発量が無視で

きる程度であり，かつ凍土居の相変化(氷か

戸。向。
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ら水へ)がほとんど無い場合，見かけの不飽

和透水係数は真の不飽和透水係数と一致す

る.融雪水量は観測期間中，最大でも

2知unldであり， Hasegawa(199ηがつくばの

乾性火山灰土圃場で示した表面流出を起こ

す降雨強度の下限にあたる 10mrnlhよりは

るかに小さく，融雪期間中表面流出はほと

んど生じていないと考えられる.また，蒸

発量は通常は Immld未満であり(Hayashiet 

al.2005)，無視できると考えた.以上のこと

から，土壊が凍結していない場合の見かけ

の不飽和透水係数は真の不飽和透水係数と

一致すると考えられるため，融雪期後期に

土壌が凍結しなかった年の計算結果を圃場

における不飽和透水係数の測定値とした

ι 体積含水率をパラメータとした不飽

和透水係数の推定と深さO.6Smの水フ

ラックスの計算

深さ 0.6Smの土居から 100cc円筒により

土嬢を採取し，飽和透水係数と水分特性曲

線を求め， v釦 Genuchten(1980)のモデルに

より不飽和透水係数と圧力水頭の関係を推

定した.融雪期の観測jデータから計算した

不飽和透水係数でこの関係式を補正した

圧力水頭の観測データから観測サイトの深

さ0.6・0.7mが乾飾品種にあると判断され

た期間を抽出し，この期間の園場における

体積含水率と圧力水頭の関係を求め，これ

と補正した不飽和透水係数と圧力水頭の関

係から体積含水率をパラメータとする不飽

和透水係数の関係式を求めた.

体積含水率から各自の不飽和透水係数を

計算し，動水勾配を乗ずることで深さ

O.6Smにおける水フラックスを算出した.

5. 結果と考察

計算された水フラックスをFig.lに示す.

下向きの矢印(↓)で示した2003年8月9日

には降水量が 136mmと観測期間中最も多

く，この日の前後の雨も合計すると融雪期

の総融雪水量に相当する降水量であった.

しかし，この期間の最大目水フラックスは

融雪期に匹敵するものの，高々 1日程度で

あり，その後はすぐ値が小さくなるために，

総量としては融雪期の水フラックスが最も

大きかった.30mm1d以下の比較的低い浸

透盛が長期間続くことで表面流出等による

系外への水の流出が抑制され，融雪期の下

層の浸透量が年最大になったと考えられる.
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九州沖縄地域の各種土壊の乾燥時の硬化強度と pHの関係

The relationship between the degree of hardening by air-drying 

組 dpH・valuesof the soils in Kyushu Okinawa Region 

久保寺秀夫

九州沖縄農業研究センター

Abstrad 
沖縄のマージ土壌(赤色土、黄色土、暗赤色土)は、高pHの条件下で、乾燥時に

非常に硬くなり、易耕性が低下する(既報)。この現象が他の土壌で生じるかを調ぷ

るため、九州本島の代表的な農耕地土壌である長崎県の赤色土・黄色土、佐賀平野お

よび筑後市の灰色低地土ならびに熊本県の黒ボク土を用いて、乾燥時の硬化強度と

pHの関係を解析した。その結果、黒ボク土はpHに関係なく硬化強度は非常に小さく、

灰色低地土はもともとの硬化強度が比較的大きいが pHと硬化強度の関係は見られな

かった。これに対し、赤色土・黄色土はマージ土壊と同様に、高 pH条件で硬化が著

しく助長され、 pH上昇に伴う硬化の促進は、黄色土などに特有の現象であることが

明らかになった。

キーワード:土壊硬化、乾燥、 pH、赤色土・黄色土、土壌管理

Key words: soil hardening， air-drying， pH， Red soils and Yellow soi1s， soil m釦 agement

1.はじめに

九州沖縄地域とくに西九州と南西諸

島には易耕性に問題がある土壌が多く、

「耕うんの難易j が生産力阻害要因とな

る普通畑の割合は佐賀・長崎・沖縄の各

県でそれぞれ60%、54%、44%と、全都

道府県のトップスリーを占めている九

易耕性を悪化させる原因の一つが、乾燥

時の土嬢の強い硬化である。前報で、沖

縄のマージ土壌(赤色土、黄色土、暗赤

色土)は pHが高いほど強く硬化するた

め、過度の石灰施用などは易耕性を悪化

させる恐れがあることを示した 2)。本報

では、九州の他の土壌において、 pHと硬

化強度の関係を解析した結果を報じる。

2.方法

1)アルカリ添加実験 :長崎県の黄色土、

佐賀県の灰色低地土、熊本県の黒ボク土

ならびに沖縄県の黄色土のA層から、粘

土含量が間程度 (31-35%)の試料を選

ぴ、実験室内で風乾細土にNaOH溶液を

添加してpHを上昇させた後、数cm角に

整形・風乾して一軸圧縮試験を行い、硬

化強度を測定した。

2)農家圃場の表土での試験:粒径組成の

さまざまな赤色土と黄色土9点を長崎県

内の果樹園から、低地土 14点を佐賀平野、

2点を筑後市の水田から採取し、生土を

純水で飽和させて、 1)と同様に硬化強度

を測定した。

3.結果

アルカリ添加実験(図 1)の結果、黒

ボク土は pHに関係なく土塊の強度はほ

ぼゼロであった。長崎県と沖縄県の黄色

土は、無処理 (pH(H20)4前後)の状態

では硬化強度が0.1.......0.2MPaと小さかっ

たが、 pHの上昇に伴い硬化強度は 1.0-

1.3 MPaまで増大した。強度は長崎県の

試料の方が沖縄県より大きかったが、こ

れは前者の砂含量 (32%)が後者 (51%)
より小さいためと考えられる。佐賀県の

灰色低地土は、無処理 (pH(H20)5.4)の

内。
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状態でも硬化強度は 1.2MPaと黒ボク土

や赤黄色土に比べて大きかったが、pHの

上昇に伴う硬化強度の明確な増大は見ら

れなかった。

現地の画場から採取した土壊の硬化強

度を測定すると、長崎県の赤色土 ・黄色

土(図 2) と佐賀平野と筑後市の低地土

(図 3)のいずれも、細粒質の試料ほど

硬化強度が大きい。赤色土・黄色土では

pHが高い土壌で硬化強度が大きい傾向

があったが、低地土ではこの傾向は見ら

れなかった。 1)の実験結果、ならびに先

行研究(沖縄県のマージ土嬢のデータ)

と合わせて、pH上昇に伴う硬化の促進は、

赤色土、黄色土などの台地土嬢に特有の

現象であることが明らかになった。

その機構は、マージ土壊での試験によ

ると高 pH条件における粒子の物理化学

的状態(荷電など)と、高 pH土壌に多

いカルシウムイオンによる土壌収縮の促

進と考えられるが、詳細については今後

の検討が必要である。

4.おわりに

マージ土壌や長崎県の黄色土のよう

に、粘土含量が多く、カオリン鉱物、非

膨張性 2:1型、 2:1・2:1:1型中間種などの

粘土を主体とする赤色~黄色の土壌は、

熱帯から温帯にかけて世界的に広く分布

している。今回見られたような高 pH条

件における硬化促進は、これらの土壌全

般に共通する問題である可能性がある。

この点について情報収集を進めるととも

に、硬化促進の機構を解明し、土壊物理

性の維持と改善のための基礎的知見を得

る必要がある。

5.謝辞

試料採取にあたり、長崎県総合農林試

験場の早田孝典前科長、佐賀県農業試験

研究センターの福田敬特別研究員、九州

沖縄農業研究センターの土屋一成室長に

ご協力頂きました。ここにお礼申し上げ
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乾燥地圃場における持続的農業のための滋がい方法の検討

I位 i伊.ti∞鴎thoclfor sustainable agriω1 ture at arid and s咽 iaridregion 

野口拓馬 1 ・西村拓1 ・加藤誠l ・劉新民2

Takuna Noguchi • Taku Nishinllra・地kotoKato • Liu氾nmin

l東京農工大学大学続 2中国科学院蹄j付税英研努新

中国甘粛省武威市郊外力敢にある海がい水量が異なる(制司1似加、 81'白叫2つのトウモロコシ畑を実験

圃場とし、土壌の土粒子密度、飽素晴水係数、含水比、電気伝導度(fX;)、凶および海がい用水の水質を

測定した。測定結果およて煩地モニタリング結果から、渚がい水量の多い画場の方がNaCl換算で年間lha

当たり約滋湖沼も多く塩類が投入されていることが分かった。両困場ともに塩類の土壊残留率がNeCl換

算で0.22程度とほ周司じであることから、溜がい水量を減らすことは、海がい効率の上昇だけでなく、土

壊のEを低下させる効果があると考えられたe

キーワード節水沼遺児海がし1銅、塩類集積

Key恢沼'ds wa旬r回vu宅 irri伊ti叫 iπi伊 tioo，金主主ina脇田lta∞lIllllati∞

1.はじめに ぜ 10'30. 5" E lat 46' 47.グ)である。備すの

現在封勝の人口はω億を越え、 8億もの飢潅がい計画(年間l似加の潅がい)を実行し

餓人口が存在する。近年、食糧生産よりも人ている圃場を樹酒場、潅がい水量を減らし

口増加のほうが早く進んでいる国が多く、そ て栽培を行っている国場(年間81伽耐を節水

の数は問5年から 1鈎5年の調査対象になっ 画場と呼ぶ。データロガー(臼脚11Sci回 tific

た開発途上国 105カ国中64カ国に上る 也∞oゆを両画場に設置し、熱電対、圧力

(FAO，1鰯)。この人口を養うためには、全 変換器細部勧よびSoil~蜘.n-ement Sys蜘紛、

耕作地の17%で世界の総食料供給量の 1/3 誘電率土壌水分センサー恥網島vices往

を生産している海がい農業の拡大が重要にな回伊プロープ〉および4電掻センサー(自作.弁

る。しかし、同時に港がい圃場では、その不 上ら，ω心を接続し、土壊中の温度、圧力、体

適切な水管理などによって塩類集積等の払穂積含水率および配を測定した。国場の土性

が発生し、毎年新たに約150万haの海がい は砂質壊主である。

農地で作物生産料予えない状態となっている。 2似年10月に、研究対象2圃場におい

一方、淡水は地球上にある全水量の約2.5% て、深さおよそ以陶土嬢断面を作成し、土

しか存在せず、そのうち約7割を農業関連の 壌調査および土壌動科採取を行った。土壌断

利用が占める。人口の増加に伴い、他の用途面では山中式土壌硬度計を用いて土壌硬度も

の水利用が増加すること偽記、歪であり、海が測定した。各センサーを埋設する層を、根群

いで利用する水の利用効率を高める必要があ の分布を考慮し，①表層部分，②根群の発達

る。 が見られる中間層，③少量の根群が分布する

本研究では乾燥地圃場の塩および水をモニ 層の3層とした。慣行画場では深さ①10司

タリングし、その動態を把鐙することで、栽ほm， @23~お叫③倍弱叫節水画場では

培に必要な水量について検討し、節水海がい深さ①lD-l5cm，⑫1-41句⑫か働nを土壌

の提案を目指す。 調査対象深さとし、各深さに上記のセンサー

Z 左塗 を埋設した。また、両園場とも深さ~αn
試験圃場は中国甘粛省、武威市郊外九敬の に4電優センサーのみを1本ずつ埋設した。

潅がい水量が異なる 2つのとうもろこし畑(N 各調査対象深さから、かく乱試料およa不か
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く乱サンプルを採取した。採取したかく乱試

料はビニル紐で密封したうえで郵送し、不か

く乱試料はふたをピニルテープで止め，密封

して持ち帰った。かく乱試料を用いて、調査

対象深さの土地子密度、含水比、飽手鳴水係

数、配 (1: 5法)および凶 (1: 2.5法) (中

野ら，1郵)を測定した唱また、海がし、用水の

oc を配計(~，横河電機株式会的で測
定した。土壌中の推定配値は1: 5法で測定

した配の値と含水比から求めた。

a結果と考察

表1ほ樹予圃場およて般行水圃場の土壊

特性である。士粒子密度、乾燥密度、飽杭渇

水係数には大きな違いは見られなかった。配

側面士樹T圃場のほうが高く、凶の{直l諸行
水回場の方が高い。図1ゆ収穫後に設置した

4電陸センサーから得られた両圃場の深さ男IJ

のaの値をモニタリングした結果である。

ここでも慣行圃場の配の値が節水圃場より

も高b可直を示した。

表2は、海がい水量が少ない節水圏場

のEの方が惇γ行圃揚のEに比べて低いこと

に注目し、海がい水の配をぽl当量に変換

し、投入水量から圃場への投入塩量を算出し

た結果である。さらに土中水の推定ai!直か

ら土壌中に残留している塩量を推定し、投入

塩量と推定残留塩量の比をとった。

節水圏場に比べ、衡子園場ではNcCl当

量に換算して1m当たり約2fOOkgも多く塩

類が投入されていることが分かったQ この差

組側子園揖およE用除凪場の士却糊笠

+慣行阻嶋①・慣符岡嶋②&慣行園・③・慣行図喝⑥

XB本因喝①ロ舘車田嶋~àe1血8・③。窃線図・@

3.0 ト・...・・・ー........血a

. ~....・・..“-a...... 
0。銀ω666・dd6d他u

話。ロ田町田知ア川崎ω
ロロロロロロロロロロロロロロ

X . .~ 

ぬ溢話盗益活22幽幽他bbdb幽他勉

++++++ I t t t." 

3.5 

~ 2.5 
S2.0 
0 

815 

哲1.0

0.5 

0.0 

l(Y14 11/23 11113 11β 
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が圃場開の配の違いに反映していると考え

られる。また、塩分の胡械留率が両国場で-

0.22程度とほ同司じであることから、節水

海がいを行うことで、海がい効率が上昇する

だけでなく、土嬢の配を低下させることは

もなると考えられる。

4室主主盤
FAO(H~ぁ~: FAO PJ:吋~ti∞ Y田技吋( l~目6

井上光弘・塩沢昌(1g，ゆ :4泊極法による土犠カ

ラム内の電気伝導度調IJ定!とその応用、土嬢

の物理性、初、 p.Z湖
中野政詩・宮崎穀・塩沢昌・西村拓(lg，紛:土犠

物理環境調淀沈降毎34， p.151-1邸

側ヲ田嶋 節ホ圏域的

① ② @ ① ② ③ 

深さ 1~15:m ZH1Jbn <<HIl:m 1()・15:m 31......cm 野弱m
主穂子密度 (gIcrrd 2.72 2.72 2J4 2tD Z苅 包4

旋盤密度 G〆切の 151 1.9) 1m 1118 1.49 153 

山中式貫入漂 知m) 23!D Zl15 笥血 Z齢 25m 2410 

出1:お渇 &<<:1 9.3) 99l 9.1) 99l 9JI) 
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メタン消化液を負荷した飼料イネ水田におけるNHrNとN03-Nの浪度分布

Fateof~・N釦dN03・Nin the forage ri切戸ddyW1d町 anerobi回目:ydigested伺凶esl山zyappli伺 tion

武藤由子..香田詩織

.東京農工大学大学院生物システム応用科学教育部

"東京農工大学大学院農学教育部

Abstrad 

ライシメータでメタン消化液を施与した飼料イネ栽培を行い、田面水・土壌水・浸

出水の NH.;・N とN03・N濃度を定期的に測定した。湛水土壌中の NR.・NとN03・N濃

度の施肥に伴う変化が示された。浸出水からはN~・N と N03・N が検出され、余剰窒
素の流出が確認されたが、流出量は施肥量と方法によることが示唆された。

キーワード:メタン消化液，飼料イネ、滋水土壌，アンモニア態窒素，硝酸態窒素

Key words: anerobically digested cattle slurry. forage rice， paddy soil. ammonia， nitrate 

1 .はじめに

メタン発酵は、農村地域における水質悪化の原因となる家畜糞尿等、有機性廃棄物

の処理に有効であるが、バイオガスと共に発生するメタン消化液の利活用が課題とな

っている。メタン消化液はNH4・Nの含有率が高く、肥料として利用できる。しかし、

農地からの余剰窒素の流出が周辺の環境を汚染する可能性があり、メタン消化液の処

理対策と土壌内外での窒素の動態を把握することが重要である。そこで、水質の浄化

や食料自給率向上の面等での機能が期待される飼料用水稲(飼料イネ)にメタン消化

液を施用し、湛水中・土壌中のNH4・NとN03・Nの濃度分布を調べる実験を行った。

2.鼠料と方法

本学本町農場にライシメータ(ステンレス製， 100X 100X50cm) 8基を設置した。

底には暗渠を設置し、その上部約 10cmを砂利層とした。農場内の水田から土を採取

し、心土層約 5cm、作土層約 20cmとなるように充填した。回面水位は 5cmとした。

各ライシメータの施肥条件を表 lに示す。設定した施肥量は、栽培した飼料イネ(ク

サホナミ)に通常施用される量の 2""'3倍に相当する。各条件につき二連で実験を行

った。用いた化学肥料の主な窒素成分はアンモニア態窒素で、メタン消化液 (pH8.9.

EC9.2mS/cm)は乳牛の糞尿を高温メタン発酵処理したものである。

元肥を入れた 3日後に移植を行ったりX6株)。遇に 1度、回面水・ライシメータ

側面(深さ方向に 3点)から採取した土嬢水・浸出水の NH4・N とN03・Nの濃度を測

定した。また、土壌の温度・ Eh.ECについての測定も行った。

施肥量 (Nkglha) 

処理区 肥料
Total 

冗肥 追肥

6/17 7/20 8/18 9/14 未定 未定

CF300 化学肥料 300 100 一 100 一 一 100 

ADS300 メタン消イi二液 300 100 一 100 一 一 100 

ADS450 メタン消化液 450 150 一 150 一 一 150 

ADS450s メタン消化液 450 75 75 75 75 75 75 

表 1 施肥条件
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3.結果

図 1に田面水と土壌水の NR.・Nの濃度

変化を示す。田面水の NR.・Nは施肥の直

後に40""'"120ppmに増加し、その後約3週

間で減少した。土犠水の N~・N 濃度は図

面水の 10分の l程度であった。図 2に図

面水と土壌水の N03・Nの濃度変化を示す。

図面水の N03・N濃度は施肥の数日後に増

加し、その後減少した。土犠水中の濃度

は N~・N 濃度に比べ低かった。図 3 に浸

出水のNR.・NとNO)・N濃度の変化を示す。

Na.・N とNO)・Nが共に検出され、各ライ

シメータから余剰窒素が流出したことが

示された。浸出水の N~・N と N03・N の濃

度は、施肥毎の窒素施用量が最も少ない

ADS450s・1で低かった。潜水土壊中にお

ける Na.・NとNO)・Nの分布には、混度・

浸透水・ Eh• pH .植生・微生物活動等、

土壌の物理・化学・生物学的要因が複雑

に影響していると考えられる。 国面水と土壇水のN03・Nの濃度変化
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4. おわりに

メタン消化液を施与して飼料イネを栽

培し、田面水・土壌水・浸出水の NH4・N
とN03・Nの濃度を測定した。その結果、

施肥に伴う NR.・NとN03・N濃度の変化が

示された。今後の刈入れまでの結果から、

詳細が明らかとなる予定である。
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熱伝導率と比誘電率を用いた汚染土壊中の油分濃度予測法の開発

Development of P問 dictionMethod for Concentration of Oil in Contaminated Soil by i飴

Thermal Conductivity and Dielectric Constant 

望月秀俊 l，小岩崎真 2，須甲武志 3

1.鳥取大学乾燥地研究センター，2.鳥取大学大学院農学研究科，3.産業設術総合研究所

Abstract 

土境・地下水汚染は地球規模の環境問題であり2様々な修復技術に関する研究が行われ

ているが，汚染土療の汚染物質の濃度の迅速・容易な測定法については研究が少ない.本

報では，油汚染土壌の油分濃度を，これまでに筆者らが得た油汚染土境の熱伝導率と比誘

電率に関するモデル式を，連立して解くことで算出する方法について検証した.その結果，

33通りについては予測値が得られた.体積含水率については良く予測できたが，油含有量

については上手く予測できなかった.これは，土粒子・水・油の物性慌の違いによると考えら

れた.また， 27通りについては予測値が虚数となり，予測できなかった.これに関しては，さら

に詳しい解析と追試験が必要である.

Key word:油汚染土犠 Oil-pollutedsoil，熱伝導率Thermalconductivity，比誘電率

Dielectric constant，油分濃度Concentrationof oil，モデル Model

1.はじめに

土嬢・地下水汚染は地球規模の環境問

題であり，土壌・地下水汚染の修復技術に

関する数多くの研究が行われてきた.一方，

修復技術の決定や汚染の進行のモニタリン

グに際して必要となるであろう，汚染土壌・

地下水の汚染物質の濃度の迅速かっ容易

な測定法については，研究が少ない.これ

まで著者らは，鳥取砂丘砂(洗浄砂)とナタ

ネ油を用いて，油汚染土壌の熱伝導率λと

比誘電率dこ関する研究を行ってきた.そ

の結果，油汚染土壌の熱伝導率は，温度・

乾燥密度・液相率(体積含水率+油含有

量;体積ベース)が一定の条件下で，油含

有量の増加に伴って，直線的に低下するこ

とを明らかにし，簡単なモデル式で表現で

きることを示した(望月ら.2004;小岩崎弘

2004) .また，比誘電率についても，同様の

条件下で，油含有量の増加に伴って，直線

的に低下することを明らかにし，簡単なモデ

ル式で表現できることを示した(小岩崎ら，

2005) .そこで，本研究の目的を，汚染土壌

(洗浄鳥取砂丘砂+ナタネ油)の油分濃度

を，汚染土嬢の熱伝導率と比誘電率の潰u
定結果を用いて，それぞれのモデル式から

予測可能であるか検討することとした.

2.解析法

小岩崎ら(2004)によると，温度・乾燥密

度・液相率が一定の場合， λは Eq.(1)で表

される.また，温度と乾燥密度が一定の場

合，液相率 8・24%の範囲では，んとんは，

~v と&の l 次関数として. Eq. (2)ように表現

される.&tこ関しては，温度と乾燥密度が一

定の場合，小岩崎ら(2005)により Eq.(3)で

表されることが示されている.

ここで，乱と80は油汚染土壊の体積含水

率と油含有量(ともに%)，んとんは液相率

がほけ80)の時の水土壌(水のみを含む土
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Fig.l Comparison between measured and estimated content Of8) oil and b) water by Eqs. (1)-(3) 

境)と油土嬢(油のみを含む土壊)の熱伝導

率Wm・lK・1である.ここで，a， b， c， d， h， k， 1 

はフィッティングパラメータである.

λ8wλw+ttλ。 (1) 
8w +80 

λ。=c80+d 
(2) 

E=h8w +k8o +1 (3) 

温度と乾燥密度が一定の場合， λとεを測

定し， Eqs. (1)・(3)を連立して解くことにより，

仇と&を算出でき，油分濃度も算出できる.

3.結果と考察

油汚染土壊の~vと80を， 60通りの測定結

果に対して， Eqs. (1)・(3)を連立して求めた.

その結果，実数解が得られた33通りについ

てFig.lに示した.予測できた場合，80に較

べて仇の方が測定値と良く一致した.これ

は，土粒子・水・ナタネ油の中で，水の比誘

電率が著しく大きいため，仇の小さな違いも

大きな比誘電率の違いとなって表れるため

であると考えられる.一方，80 については，

ナタネ油と土粒子の比誘電率が同程度で

あるのに加えて，水のそれよりも著しく小さ

いため，80の違いが熱伝導率にも比誘電率

にも反映されづらかったと考えられる.残り

の 27通りは虚数解となり，予測できなかっ

た.虚数解しか得られなかった原因につい

ては，さらなる解析と追試験が必要である.

4.おわりに

著者らがこれまでに行った油汚染土嬢の

熱伝導率と比誘電率に関する研究で得ら

れたモデル式を連立して解くことで，油汚

染土壊中の体積含水率と油含有量を求め

ることを試みた.その結果，約半数の場合

について，予測値を得ることができた.予想、

値が得られた場合，体積含水率は良く予測

できたが，油含有量は良く予測できなかっ

たこれは，土粒子・水・油の物性値の違い

によるものである.また，残りの約半数の予

測できなかった場合については，さらに詳

しく解析する必要がある.

引用文献

望月ら (2004)油汚染土岐の熱伝導率について，
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ノレ化，土犠物理学会シンポジウム講演要旨集，

p.46-47 

小岩崎ら (2005)油汚染土壇の比誘電車につい

て，農業土木学会騨演要旨集， p.852・853
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Model1ing ofiπigation pattem and soillayers on irrigation efficiency by using HYDRUS-2D 

K凶沼町Piyushl，Takuma Noguchil， Taku Nishimural， Makoto Katol， and Liu Xinmin2 

I Gradua記 Schoolof Agriculture， Tokyo U凶versityof Agriculture and Technology， 
~ Lanzhou Institute ofDesert Research (lnstitute ofCold and Arid Zones)， China. 

Abstrad: Numerical simulation using HYDRUS-2D.was conducted to discuss water saving 
irrigation practice for com-grow泊gfield in northwest China. Conventional irrigation is not 
suitable compared to the water saving i町igationぉ itis water saving. The ac知allayering of 
soil of field is simulated and is compared with出atof single layer soil assumption， which is 
commonly used to plan irrigation practice. In cぉeof single layer condition the water 
potential and root water uptakeぉ wellas irrigation efficiency seemed to be lower由加血atof 
layered soil under water saving irrigation. 
Key words: Numerical simulation. HYDRUS-2D. 

lotroduction: hydraulic properties. The hydraulic 
Irrigation has important role in increasing parameters (9r，9s，a，n.Ks) are shown in Table 3. 

crop production: Application of irrigation as In this 5ωdy initial wa胞rcontent was 
weIl -as its utilization is al50 important for obtained by simulating the condition just after 
better outcome. Nat町叫 processessuchぉ 白rstirrigation.ηle field surface boundary 
flooding and wind deposit may change wぉ representedby atmospheric boundary 
physical properties of the field and thus crop Table 1. Irrigation schedule used for the slmulatl 
yield. Numerical simulation using HYDRUS-
2Dc組 bea cost e宵ectivetool to demonstrate 
the modified irrigation practices (H邸sanet al. 
2005). 

百lep町 poseof this study is to discuss a 
water saving irrigation using numerical 
simulation， as well as assess the e丘町tof 
layering of soil on planning and conducting 

Conventionl1l 
Irrigation Date Amount 
1st 4/15 180mm 
2nd 6/01 I05mm 
3 rd 6120 105mm 
4山 7110 10Smm 
5th 7130 105mm 
6 th 8/19 IOSmm 
7th 8129 105mm 

Water savioR 
Irrigatlon Date Amount 
1st 4/15 180mm 
2 nd 5105 60mm 
3 rd 5125 70mm 
4th 6114 75mm 
5th 7/04 70mm 
6th 7124 75mm 
7th 8113 80mm 
8 th 9/02 70mm 

irrigation. Table 2. Penetrometer reading at dlfTerent depths 
Material and methods: and measured value of soil texture and bulk 

The experimental field is sited at Wuwei 
city in Gansu province of China. In this study 
HYDRUS-2D so食ware(Simunek et a1.，1999) 
was used for the numerical simulation. In this 
paper “Conventional" denotes the way 
f訂 merswere doing and “Water saving" is the 
altemative irrigation practice for water saving 
錨 showingin Table 1. Conventional and 
Water saving practice is comparedぉ well鎚

layered 50il and the single layer soil (tex仰向

sand手ilt:clayis 80: 10: 10 and bulk density 1.5 
glcm.)). 

ー.._-_.. 

Penetrometer reading 

Dtcempt】h P.R. Dtcempth h mOl 

10 22.6 45 
15 24.5 50 
20 21 55 
20-22 25 60 
25 23 65 
30 24.3 70 
33.34 27 75 
35 25.s 80 
40 24 90 

P.R. 
mm 
26 
25.2 
25 
25.5 
27 
27 
25 
26.5 
28 

Soil te:a:ture & bulk 
densIt1 
ttAcBmFeh 『 10- 23 -45 -

15 28 50 
5and 77.3 80.2 63.0 
SUt 11.9 10.4 25.5 
Clay 10.8 9.4 11.5 
B.D.* 1.59 1.48 1.51 

• Bulk density， 
P.R. = Penelrometer悶 ding. I 

Cropping parameter used in simulation was Table 3. Configuration of the layered soil， and 
similar to that of the field situation. Root parameters of hydraulic propertles of the layers In 
water uptake model given by Feddes et al. HYDRUS-2D 

l.oyer(c川 Sa田dSilt ICIG¥ 
20 77 12 1I 
2 40 20 40 
11 80 10 10 

40 20 40 
11 80 10 10 
5 63 25 12 
10 80 10 10 
20 75 10 IS 
10 80 10 10 
30 80 10 10 

(1978) was used and root distribution 
par出neterwas assign according to出eVrught 
et al. (2001). Bulk densities and texture for 
some layers were measured in the laboratory 
shown in Table 2. The layering was assumed 
on the basis of penetrometer data (Table.2) 
and observations at the field where hydraulic 
prop側 yis， affected by changes in bulk 
density of soil layers (Table 3). van 
Genuchten-Mualem model was凶 ed for・Dulkd側 ity.K，in c耐ぬ.y.
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8.0，* 。， e. g 目 K. 
1.58 0.05 0.37 0.03 1.58 55.52 
1.3 O.仰 0.48 0.02 1.35 23.54 
1.45 0.05 0.41 0.03 1.72 114.3 
1.4 O.的 0.45 0.02 1.33 14.74 
1.58 0.05 0.37 0.04 1.69 73.87 
1.5 0.04 0.38 0.03 1.43 34.65 
1.5 o.OS 0.39 0.03 1.72 97.82 
1.55 0.05 0.38 0.03 I.SI 4S.32 
1.6 0.05 0.36 0.04 1.67 68.44 
I.S 0.05 0.39 0.03 1.72 197.82 
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to the layered condition. Thin layer of 1 or 
2cm having different bulk density would 
affect hydraulic properties. But it is difficult 
toぉsessthe exact layering by soil samp]er of 
5 or 10 cm in length. Irrigation efficiency for the 
different cωes is given in Table 4. 
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Conclusion: 
The conventional irrigation is not suitable 

compared to the water saving irrigation 
p鮒 emin terms of water saving. The layers of 
soil affect the amount of water drain， higher 
for the single layer condition (Table 4). 
Numerical simulation can be helpful for 
determining water saving inigation as wellぉ

comparing the layered condition of soil. 

判明内 (b)

condition. The bottom of the field was 
represented 筋合ee drainage boundary 
condition. Vertical discretization of the finite 
element cells (120 cm x 30 cm) was set to 
O.05cm. Evaporation rate was assumed to be 
neglected since plastic vinyl sheets cover出e
field during cropping seぉon. 百le
precipitation was assumedぉ iπigation.The 
irrigation pattern used for comparing layered 
and single layer condition was s釦 le.
Result and discussion: 

The comparison of soil water potential 
σig. 1 a) and root water uptake (Fig. 1 b) 
between conventional and water saving 
irrigation are shown in Fig.l. Suction is very 
low during early stage in case of conventional. 
This wぉ dueto delay of irrigation. In血lS
simulation higher amount of water is drained 
in cぉeof conventiona1 iπigation笛 wellぉ

irrigation e伍ciencyis also low as compared 
to血ewater saving irrigation. (Table.4). 

3 
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Fig. 1. Comparison between conventional a.nd water 
saving irrigation practices， (a) matric sudion (Ieft 
axis) and drainage sux (rlght axis)， (b) root watcr 
uptake by plant. 

The layered condition of field (in case of References: 
“Water saving") is compared with the single Feddes， R.A.， Kowalik， P.J.，飢dZarandny， H. (1978). 
layer condition (Fig. 2). The water potential John Wiley & Sons， New York， NY. 
seemed to be lower (Fig. 2a) for the single Hassan， G.， Persaud， N.， and Reneau， R.B. (2005). 
layer condition than the layered condition. SoiJ Sc. 170 :28・37.
Root water uptake (Fig. 2b) is also lower for Simunek， J.， Sejna， M.， van Genuchten M.Th.υ999) 
the single layer condition throughout the Intemational Groung water Modelling Center， 
cropping season. lrrigation efficiency Color富山 Schoolof Mines， Golden Colorado， USA. _ 
calculated (Table 4) is lower for single layer TPS・53，
condition. In c出 eof single layer condition van Genuchten. M.Th (1987). Research Report N. 121， 
出e_ hydraulic property !1ot changes which U.S. SaJinity Laboratory， USDA， ARS，-Riverside， 
could be the reason for the low water Califomia. 
potentia1 as well as higher amount of drainage Vrught. J.A.，Hopmans， J.W.， and Simunek， J. (2001). 
water. Low water potential causes the less SSSAJ，65: 1027・1037.
availability of water for the plant as compared 

円，.必“.
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火山麓草地における土壌中硝酸態窒素の低減

Reduction of ni回 tenitrogen content in a grassland， volcanic mountain foot 
山本博(畜産草地研究所)

Abstract 
放牧草地が広い面積を占める草地流域内の尾根や谷の地形ごとの土壌水、流出水中の

硝酸態窒素の流出を測定した結果、草地尾根部の硝酸態窒素濃度は、ほぽ 1mgN/L以

下の波度であるのに対し、谷部の土壌水は2-20 mgN/Lと大きい。草地内の土壌水

中濃度は、無施肥区で 10mgN/L以下に低減し、下流の林地内で低下する。無施肥区

の土嬢水中濃度低減傾向から谷に沿う距離あたりの変化率を明らかにした。

キーワード:硝酸態窒素濃度、土壌水、流出水、草地、地形 m仕ate凶仕ogen，soil 
water， runo首water，grassland， landfonn 

1.はじめに

園内の飼料資源として山地傾斜草地を畜産的に活用するためには、環境保全的な管

理と、省力的な家畜生産が求められる。傾斜草地には、傾斜地であるために更新がお

こなわれず草地を継続して利用してきたために、土壌中に養分が蓄積され下流への環

境負荷が生じるようになった草地が多い。こうした傾斜草地をもっ農家や公共牧場に

対しては、施肥の有効活用、低コスト、省力化の技術を提供し、また下流の住民に対

しては安全な飲料水、農業用水を供給する環境保全的草地管理をすすめる必要がある。

このため、こうした草地を含む流域においてその土壊水、地下水としての硝酸態窒

素流出を測定し、牧草、土壌などの自然浄化機能を発現させ汚濁負荷を低減させる方

法を検討している。草地を含む小流域内に無施肥草地を設置した場合の土壌水、河川

流出水の変動を明らかにし、これらの水に含まれる硝酸態窒素濃度を測定し、施肥窒

素成分の硝酸態窒素としての流出を解明する。

2.方法

(1)試験草地の概要:長野県東部火山山麓の標高 972m-1265mに位置し、土壌

は腐植質黒ボク土で構成され、流域面積は 35.2haである(図 1)。この中の草地面積

は 18.6haで、草地の下部4.1haを無施肥とし、その下流の 5.6haは林地である。流

域内の草地面積割合は50%をこえる。2004年の草地への合計窒素N施肥量は、1410kg 

である。

(2)水文・水質計測の方法:地表流出水量は、この流域内の谷底に堰を設置して

3地点 (A，B， C)で測定する。土壌水分量に関しては、流域内の 10地点に深さ

別 (10，20，50，100cm)にテンショメーターを設置して、土壊水の毛管ポテンシャルを

測定する。流出水・土壌水の溶解成分の測定は、採水をA、B地点では降雨流出時に、

またC地点では2-4週間おきにおこなう。土壌水は IOOcm深で2.-..，，4週間おきにポ

ーラスカップ法により採取する。これらの水中の硝酸態窒素などの成分を測定する。

3.結果と考察

( 1 )流域内の水変動:土壌水分ポテンシャルの変動からみて、土壌水分は谷に向

かつて周留から雨水が集まる。谷に沿って側方に移動しながらより深部に移動すると

推定される。一方、尾根では雨水が、降雨時には下方浸透し、非降雨時にはその雨水
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が蒸発散により上方移動して、大きく移り変わる。

(2)土壌中の硝酸態窒素濃度の変動:草地尾根部の土壌水に含まれる硝酸態窒素

濃度ははほぼ ImgNIL以下の濃度であるのに対し、谷部の土壊水は 2--20 mgN/Lと

大きい。草地内の土壌水中濃度は、無施肥区で 10mgNIL以下に低減し、さらに下流

の林地内で低下する(図)。無施肥区の土嬢水中の濃度低減傾向から求めた谷に沿う

距離あたりの変化率は、 0.11%/m (2003年)、 0.31%/m (2004年)、林地内の窒素変化率

は0.04%/m(2003年)、 0.02%/m(2004年)である。草地・林地をふくめた変化は指数回

帰式でよく近似される。

(3)流出水・湧水中の硝酸態窒素濃度の変動:強雨時には草地内の谷底で地表流

出が発生し、濃度は2'""5mgN/Lを示すが、この流出水は下部では浸透する。

林地内の湧水 (C)の濃度は 2.5mgN札で、この近接した林地谷部の土壌水濃度1.9

mgNILとほぼ同様で、草地の土壌水の濃度と地下水とが結ひ'ついて変動していること

を示している。これは地下水の深い草地においても、草地土壌中の濃度が下ることに

より下流の地下水の濃度が低下することを表している。湧水 (C)地点に 2004年に

低水流出として到達した硝酸態窒素の総量は1.6kgN03・Nで、これは2004年の草地

施肥総量 1440kgの約 1%にあたる。

(4)硝酸態窒素濃度の変動:無施肥草地を配置した場合の硝酸態窒素濃度の低減

率は、欧州での草地の一般的低減傾向 (Sabaterand 0出ers2003)に類似しほぽ合致す

る。この減少は、草地内の 22%を占める無施肥草地内の牧草と土壌による吸収・脱窒

等の効果によると考えられる。

4.おわりに

草地流域の谷に沿って、定常的な水流はないものの硝酸態窒素は低減することが明

らかとなった。環境のもつ回復効果とも言えるが、こうした濃度の低減傾向メカニズ

ムを解明モデル化することにより、一定の基準値に低減させるための無施肥草地の配

置を明らかにすることが今後の課題といえよう。

文献

Sabater and others 2003 Nitrogen removal by riparian buffers along a Europian c1imatic 

gradient: pattems and factors of variation. Ecosystems 6: 20・30.

30 ...J 

~ 
E 

題20
骨量
銅

喜10
S 

O
 

T
ヰ
I

T
-
-
t
i
 

?
l
l
a
-
-
'
l
i
l
&
 

三30

E 

自20

ltE 
倒

gto 
s 

0 

・200 0 2∞ 4∞ 600 800 

宮署絡al草地から谷の‘Fl1.t方向への箆自!I.m

。
-200 0 2ω4∞ e∞ a∞ 

書種施偲1;tttlから谷の下llIl方向への箆舷.m

2003年 2004年

図 無施肥草地、林地にかけての土壊中硝酸態窒素濃度の変化
. ::草地、 0:林地

-49ー



第47回土坦物理学会シンポジウム(2005)

ため池爆体漏水飼査への 1m深地温探査法適用の検討

Applicability examination of method of measuring ground tempera仰向

at depth of 1 m合omthe ground surface for water leak of irrigation ponds 

吉迫宏，小川茂男，島武男

独立行政法人農業工学研究所

Abstract 

ため池堤体の漏水調査に対する 1m深地温探査法の適用性について、数値計算により検討を試

みた。堤高 5mの爆体二次元断面(均一型)を想定し、漏水によって堤体断面中に形成される地温

をFEMにより求めた。この計算値から、天端から漏水面までの深度が 3.5mであれば堤体表面等

と漏水との温度差が小さい春を除き、深度が 4.5mであっても温度差の大きい夏・冬において、漏

水地点と非漏水地点の 1m深地温の温度差を検出出来ることが判った。また、貯水に接する堤体

表面の温度分布の相違によって地温分布が異なることから、 1m深地温は漏水温のみではなく、

貯水位や地下水流入など堤体表面温度の形成に係わる要素の影響を受けると考えられる。

キーワード:ため池(irrigationpond).漏水(waterleak).地温探査(measuringground temperature) 

1 .はじめに

ため池の保全管理に際しては、堤体中

を浸透する漏水を把握・監視することが

ひとつの要点になる。温泉源や地すべり

地の地下水脈流調査などで実績のある、

1m深地温探査法のため池爆体の漏水調

査に対する適用性について、数値計算に

より検討を試みた。

2.方法

1m深地温探査法は深さ 1mの地温を

測線に沿って一定間隔で測定し、得られ

た地温分布から、地下水脈流の規模や深

度を推定する手法である。無限平面の地

盤を仮定した理論的検討は湯原や竹内に

よってなされているが、ため池堤体は条

件を異とするため、これら知見をそのま

ま適用することは出来ないと考えられる。

そこで、土地改良事業設計指針「ため

池整備Jに基づいて、.堤高 5mの堤体二次

元断面(均一型)を想定(図 1)し、漏

水によって堤体中に形成される地温を有

限要素法 (FEM) より求め、漏水の無

い場合との地温差を、 1m深地温測定に

よって探査可能かを検討する。計算では、

漏水高は1.5m、O.5m、及びOm(漏水無し)

の3条件、 FEMメッシュは堤体中央部

でX方向 20cm、Y方向 lO.4cmの四角形

8節点、また境界条件となる温度条件は

実測に基づいて各季節を想定して6条件

(表 1)を設定した。

温度条件については、ため池堤体1m

深地温の実測値(図2) より、日較差は

小さいと考えられることから、固定値と

した。また、堤体表面の温度分布につい

ては、外気と漏水、深層水と接する面に

ついてはそれぞれ同一値とし、深層水を

図1 想定したため池堤体の二次元断面
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表 1 境界条件とした温度条件

m定季節 ' 句麗 E 初敏 敏 各 .li¥D 

自由裏面("C> 1..9 21.2 29.8 27.6 16.1 6.0 7.4 

袋iltj((可:::) 16.7 23.3 32.6 27.2 22.8 7.1 10.4 

JiJt:・翠沼涼("C) 13.1 19.1 22.7 24.6 21.3 11.1 11.0 

31.0 

I /←ーへ
30.0十一一一一一一一丈ブ」一一、ベ ー・

g28.0 L-ーァ」一一一て;-
F.t 28.0 '1T テーーで---云 ー一一一一一←一一一ιι

24.0 i、、、・ー・---./

22.0 
4 7 10 13 16 19 22 

Jlll81l!l(I999年81130B)

+ 気温 4 ー温水量盟十非u*s

図2 1 m深地温の日変化{笹遜寺市符泡}

除く貯水と接する面については、中間的

な事例として表面水温と深層水温の関で

線形の温度勾配をとる場合、両対極の温

度分布として表面水温及び深層水温によ

る一定値をとる場合の 3条件を設定した。

貯水位は満水位 (3.3m)、深層水高は漏

水高と同一、及び漏水が無い場合は1.5m 

ないし O.5mとした。

3.結果と考察

貯水と接する面が線形温度勾配時の漏

水・深層水高と温度条件に対応した、堤

体天端中央における 1m深地温・地温差

の計算値を表2・3に示す。貯水と接す

る面が一定値の場合における 1m深地

温・地温差の計算値(漏水・深層水高

O.5m:夏)を函 3に示す。

非漏水地点と漏水地点との間で O.5't

程度以上の温度差が生じている場合に地

温差を探査可能とすれば、表2・3より、

天端から漏水面までの深度が 3.5mであ

れば春を除いて、深度が 4.5mであっても

夏・冬においては検出可能であることが

判る。また表 1と合わせ、地温差の大小

は、地表面等と漏水との間の温度差の大

小によるものであることが判る。

表21m深地温の計算値{潟水・深層水高O.5m)

怨定S書簡 。初E 夏 初tt 4虫 冬 4¥0 

重量水あり("C) 14.7 21.0 29..0 27.2 17.0 6.7・ 8.0 

渇水銀以可:::) 14.9 21.2 29.7 27.5 16.7 6.3 7.7 

建("C) -0.2 -0.2 -0:.7 -0.3 0.3 0.4 0.3 

表 3 1 m深地温の計算値{濁水・深鰐水高 1.5m)

怨定書量m ' 初夏 裏 初験 敏 4 .li¥0 

D*あり("C) 14.8 20.8 28.5 27.0 17.2 7.0 8.2 

濁水鑓以可:::) 14.9 21.2 29.6 27.5 18.7 8.3 7.7 

獲代} -0.3 -0.4 -1.1 -0.5 0.5 0.7 0.5 

、b 302 

。9t ωa eτ る a c ~ 30。
守 08l'一一一ーで吋・ _._.一一-129.8 P 
εω r.-一一一 一一一一一一::~則通
観ω~~、 :-... ，，，_ ~，.- ~ 2U tii 
ω~.." -~- 人守 - . ! / '¥， ~ ._...-Á~ ， IーーI ー『、・.句 、.・.-司ep- ;; _ 1 2V.z 

80.4ト←千円_L..:'-:::Jr-・ι_.... _.ヰ~~ _.: _ -:-...;.~.a.I.・48

話 I .‘ !. ..___..~ ___-__ ---... ~_ ~ . _~ __ i 29.0空
銭。.3 "' .一--~...--_..~ ー一一一一一一 ーベオ] ~ ~ ~ 
02 1- . . ー二 4則 S
0.1 I . 6o . ..・・・e ・ -j21l.O 

~ u・
2鈎割)0 ~・∞‘50 500 550 

I!Il!1lcm:Oc聞が下涜倒縄体主尻.4(10酬が天11串失}

、1110水温) . 盤1.1l水温》 ・2事本有(SlIu本混}
... ii本有1.1!l*温) . B本包{潔飽*2)n 溺*飼{債総本渇}

国31m深地温の計算値(漏水・深R!i水i¥?iO.5m:箆)

図3より、貯水に接する面の温度分布

の相違によって地温分布や地温差が異な

ることが判る。ため池堤体の 1m深地温

は漏水温や外気と接する堤体表面温度の

みではなく、貯水位や地下水流入など貯'

水に接する面の堤体表面温度の形成に係

わる要素の影響を受けると考えられる。

4.おわりに

1m深地温探査法は安価かつ特別な専

門技術の必要がなく調査可能な手法であ

る。従って、小規模なため池における保

全管理の一環としての堤体漏水のモニタ

リング手法として有望であり、適用技術

の開発が望まれる。

参考文献:

竹内篤雄:温度測定による流動地下水蹄査法，古

今書院， p.204~249(1996) 

湯原浩三:地下1m深の地温分布から地下熱源、を

理論的に推定する一方法，物理採鉱， 8(1)，pp.27 

~33(1955) 
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気圧低下に伴う泥炭土壌からのメタンバブルの噴出

Ebullition of methane bubbles from peat with falling atmospheric pressure 

常田岳志・宮崎毅・溝口勝

東京大学大学院農学生命科学研究科

Abstract 

湿原は温室効果ガスであるメタンの主要な放出源であると広く認識されている。最近メ

タンは地下水面下の泥炭土壌中で主に気泡として存在していることが明らかにされ、気

泡の上昇による突発的な噴出が重要な放出経路となっている可能性が示された。しかし

噴出が生じるメカニズムはまだよく分かつていない。本研究では噴出の引き金となる環

境因子として大気圧に注目し、不能乱泥炭試料を用いたカラム実験を行った。その結果、

1.メタンの噴出は気圧が低下する局面で生じること、2.気圧低下局面では噴出が主要な

放出経路となること、が明らかとなった。

キーワード:メタン、噴出、大気圧、泥炭地湿原、気泡、 methane、ebullition、atmospheric

pressu問、 peatland、bubbles

1 はじめに

湿原の地下水面下で生成されるメタンは、

溶存ガスの拡散、植物体を通る移動、パプル

状で蓄積されているメタンの噴出(以下、噴

出とする)という 3つの経路のいずれかを通

って大気へ放出される。近年、メタンは地下

水面下の泥炭土嬢中で主に気泡の中に存在

していることが明らかにされたらこれは噴

出が重要な放出経路であることを示唆して

いる。しかしどのような時に突発的な噴出が

生じるかについては不明な点が多い。本研究

では噴出に影響を与える環境要因として大

気圧に注目し、気圧低下がメタンの噴出に与

える影響を明らかにすることを目的として

室内実験を行った。

主室墜

高層湿原である北海道美唄湿原から、内径

20 cm、高さ 57cmの不撹乱試料を採取し:長

期インキュベーション実験を行った。気圧以

外の要因を取り除くため、地下水位は地表面

付近に保ち、温度は 20tで一定にした。実

験開始から 366、378、399、408日目にそれ

ぞれ約 60時間ずつクローズドチャンパ法を

用いてフラックスを測定した。チャンパ設置

時間は一回20分とし、 1・3時間の間隔で測定

した。

3.結果と考察

Fig.1に積算メタンフラックスと大気圧の

測定結果を示す。丸い破線で囲った積算フラ

ックスの急激な上昇は、その時点で突発的な

メタンの噴出があったことを意味する。これ

らの噴出は気圧低下局面(図中の矢印で示す

期間)でのみ観測され、気圧の上昇局面では

観測されなかった。このことから、輩出益集

圧低下にともなって気泡体積が増加するこ

とによって引き起こされると考えられた九

また、気圧低下局面では全メタン放出量に占

める噴出の割合が 67・95%に及び、噴出が主

-52-
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要な放出経路となっていることがわかった九

ι現場観測への示唆

実験では温度を一定に設定したが、現場で

は地温変化も気泡体積に影響を与える。泥炭

地では地下水面下の地温はほとんど日変化

せず、雪解けから 8月上旬~中旬まで単調に

上昇し、その後は単調に低下する。これに対

して気圧は数時間~日単位で変化するため、

現場においても頻繁な気圧の低下がメタン

噴出の引き金となっていると推測される。以

上より、泥炭地からのメタンフラックスを正

確に把握するためには、特に気圧が低下する

荒天時に高頻度で観測する必要性があると

考えられた。

組釜
本研究を行うにあたり、北海道農業研究セ

ンタ一美唄分室の方々に多大なご協力を賜

りました。 ここに深く感謝申 し上げます。

型旦茎盤
1. Tokida， T. et al. (2005) In situ accumulation 

of methane bubbles in a natural wetland soil. 

European Joumal of Soil Science， 56:389・395，

doi: 10.llll/j.136S・2389.2004.00674.x.

2. Tokida， T. et al. (2005): Ebullition of methane 

合ompeat with falling a加losphericpress町 e.

GeophysicaJ Research Letters， 32:LI3823， 

doi: 1 0.1 029/200SGL022949. 
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援水性が森林土壌の現地における含水率一マトリック

ポテンシャル関係、にもたらす一時的な変化

Temporary change in water∞ntent-m鈎lCpo旬ntiaJreJationships of a forest soiJ in 

出efield∞nditiondue ωwa旬rrepeJJency

小材教広1

1) 独封予政法人森林総合研費新

Abs仕act

媛水性森林土壌の含水率 (6)および(ゆ)を連続測定し、媛水性が現地での8一φ関係

にもたらす変化を調べた。土壊が乾燥したときには、降雨時にeがわずかに増加するだけで

ω=ほぽOcmまで上昇した。これは、捜水性により相対的に小さい孔隙への浸入を制限さ

れた雨水が、相対的に大きい孔隙を選択的に満たして深部へ流れたためと考えられた。

キーワード:森林土壌、援水性、含水率、マトリックポテンシヤノレ、現地

K句wo吋s:Fo悶 t回目，w.総rrepellency， Wa缶r∞n俊民M舗icpo蜘 tial，Field ∞ndition 

1.はじめに

土嬢に援水性が生じると土壊孔隙の毛管力が低下するため、=七壊の含水率 (6)ーマトリ

ックポテンシヤル (φ)関係、が援水性の強さに応じて変化すると考えられる。小林ら (1996)

は、森林土壌表層部の非かく乱円筒試料を用いた実験により、嬢水性が生じたときには0一

φ関係のヒステリシスが増強され、少ない含水率増加で正圧が生じることを明らかにした。

川本ら (2004)も、 τDRコイルプローブを用いて媛水性土壊の詳細な6一φ関係を調べて

いる。しかし、これらは小さな有底のカラムでの結果であり、野外土壌の自然降雨条件下の

8ーゆ関係については耕平明である。本研究では、援水性森林土壌のOおよびφを連続調!陀

し、媛水性が現地での0一φ関係にもたらす変化を明らかにする。

2.試験地と方法

熊本県山鹿市のスギ・ヒノキ人工林の斜面の土壌の深度10ロnで0とφを連続測定した。

能操時には深度20cmより浅い部分で援水性が現れる。 φの測定にはカップ長さ 8cmのテ

ンシオメータを、。の測定にはプローブ長さ 30cmのτ'DR水分計を用いた。これらの視践

は水平方向に土壌に挿入した。また、演淀深度から400mL円筒試料を非かく翫採取し、加

圧板法により損同t過程の8一φ関係を求めた。

L盆墨
観測から得られた現地における 0一φ関係を、円筒試料の排水過程の8一φ関係とともに
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図に示した。先行水分条件が湿潤なとき(イベント 1)には、現地の8-CT関係が吸水過程、

封同d邑程ともに円筒試料のものとほぼ一致した。先行水分条件がやや乾燥したイベント 2で

は、イベント 1より約0.lm3m・3少ない8でゆがOcmまで上昇した。さらに乾燥したとき

の降雨イベント 3では、わずかO.02m3m'3の含水率の上昇でφが-605から-14ωまで上昇

した。以上のように現地の8.ゅ関係は先行水分条件が礎燥すると、少ない含水率の増加で

φが大きく上昇した。さらに知子水分条件が乾燥してφが・650叩を下回った場合には、降

雨時の0とφの間に一定の対応関係が見られなくなった。

丘ょー主筆
現地における 8ーφに見られた、乾燥するとより少ない含水率の増加でφが上昇する傾向

は、小林ら (1996)が非かく乱円筒試料を用いて行った実験の結果と一致しており、世繰

時に現れる搬水性のためと考えられる。仲谷 (1981)が指摘するように、土壌は、鉱物お

よて精機物の配置を反映して、乾燥すると疎水性を示す部位と常に親水性を示す樹立が混在

した状態になっていると考えられる。土壌が乾燥して媛水性が現れると、疎水性部位の卓越

した乳勝、の審}合が増え、雨水は土壌構造内の相対的に小さい乳隙にはほとんど浸入できなく

なる。そのため、雨水は構造問の相対的に大きい孔隙を選択的に満たして土層の深部八祈れ

ると考えられる。この際、構造内に多量の封入空気を残したまま構造問の大きな孔隙に雨水

が浸入するので、 φは急激に上昇する。さらに雨水の供給が続けば、構造問の大きな孔隙は

満水し、土壌はあたかも飽和したような状態になる。この状態になると、余剰の雨水はさら

に大きな乳験、すなわちマクロポアにあふれ出し、このマクロポアを流れるバイパス流が生

じると考えられる。 φが-700cm以下になったときに0とφの間に一定の対応関係が見られ

なくなったのは、バイパス流が卓越してTDR水分計とテンシオメータの位置に雨水が到達

するタイミングと量が著しく異なったためと考えられる。

5.おわりに

援水性により森林土壌の8一φ関

係は、先行水分状態に応じて大きく

変化した。今後は、接水性強度の変

化を組み込んだ8一φ関係のモデル

を開発することが課題である。

引用文献:

小林ら(1996)水文・水資源学会誌 9，88・91

川本ら (2∞4)燥土論集 233，83・91

仲谷 (1981)股技研報告B32，1.74 

唱・イベント1 ψi=-41CZll P=20.5m 

+イベント2 ψj:o・180田作20.!icm 

o イベント3 ψI~・ð05創作19.!icm 

fト円筒銀総-IIMtieUi

-250 -200 -150 ・100 ・50 0 
マトリックポテンシャル (cm)

ψi:降雨直前のψ P:降雨量

図現地における8ーψ関係
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遺構保存用の親水性ポリマー浸透土壊における水ポテンシャル分布と不飽和透水係数の測定

Measurement of water potential distribution and unsaturated hydraulic conductivity in 50il applied a 

hydrophilic poゆnerfor site conservation 

0三石正一宮崎毅溝口勝

東京大学大学院農学生命科学研究科

Abstract 

土壌の水分蒸発を減少させる遺構保存用の親水性ポリマーが，土壊の水分移動に与える影響を

解明するために，土嬢への試料ポリマー(ポリシロキサン ;SAO.ポリエチレングリコール;

PEG)の浸透深さを測定した。また水ポテンシャル分布よりポリマー浸透層中の不飽和透水係数

を求めた。その結果.SAOは深さ lcm.PEGは深さ 1.5cmまで浸透することがわかった。浸

透層の不飽和透水係数は， SAOでい10・13cm/sec，PEGで い10・IZcnνsecであった。

キーク_ft:ポリシロキサンーポリオキシアルキレンオリゴマー， WP4-T，不飽和透水係数

1.はじめに

遺構の露出毘示では乾燥による崩壊，極類の析出，地衣類等を防止しなければならない。これらのう

ち遺構の乾婦による崩壊に対しては.土寝からの水分蒸発を抑制するポリマーを散布して防ぐ方法カ轡

及しつつあるカt塩類の析出を防ぐことはできていない。このように，遺構の恒久的な露出展示方法を

開発するためには，ポリマー散布後の土犠水移動の把握が必須である拭その詳細なメカニズムについ

てはあきらかにされていない。本研究では，遺構保存用の親水性ポリマーが土寝中の水分移動に与える

影響をあきらかにするために，親水性ポリマーの浸透深さとポリマー浸透層中の透水係数の変化を測定

することを目的とした。

之方法

東京大学回無出場から採取した立JIIローム(深さ 4か--60cm) の 2mm 餓~分を試料土として用い

た。試料ポリマーには、ポリシロキサン・ポリオキシアルキレンオリゴマー(分子量7∞、以下SAO)と、

ポリエチレングリコール倫子.Ji14∞、以下PEG)を選んだ。

【2-1]試料ポリマーの浸透深さの混院は.内径5cm、高さ IOcmのカラムを作成し，読料土を乾燥密

度0.46Mgm・3て均一』こ充填した。このカラムに脱イオン水を下方から倉仰させ24時間静陸後、 24附司

排水させた。排水後に読料ポリマーを所定量 (2kgm勺試料表面に散布した。そのカラムを温度2SC，

相対湿度 70%に設定した恒温恒混チャンパー内に置き、試料表面から蒸発させ、 24時萄毎にカラム質

量を測定した。 1.2. 4， 6， '10， 15日を総邑したカラムを分解して(表層~深さ 2cm:O.5cm刻み，

2cm""'-'4cm: 1 cm， 4cm-1 Ocm : 2cm)各深さの水ポテンシャルと含水比.乾燥密度を求めた。試料

中の水ポテンシャルの澱定にはデカゴン社のWP4-Tを使用した。

【:2-2]不飽和透水係数の部促は 2-1の測定結果から試料土の乾土重に対する試料ポリマーの糊噛

を求めた(後迎。アルミ皿の上で所定盤の試料土に試料ポリマーを濁訪日して混ぜ合わせ，内径5cm、

高さ4cmのカラムに試料ポリマーを謂訪日した土壊を均一に充填した。カラム試料を脱イオン水で飽和後.

温度 2SC.相対湿度 70%に設定・した恒温恒湿チャンパー内に檀いて蒸発させ，所定の時間が総遇した

カラムを分解し，各深さの水ポテンシャルをWP4-Tで測定して不飽乾活水係数を求めた。

3. 結果と考察

隊ポテンシャル分布|各試料の深さ 3cmまでの水ポテンシャル分布の時間変化を図 1，2， 3に示す。

無散布試料の水ポテンシャル分布(図l)は， 4日目まで一定であった。 4日目以降から表層から深さ

1.75cmまでの水ポテンシャルカ低下し始めた。ポリマー散布試料ではどちらとも，深さ O.25cmの水
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ポテンシャルが著しく低下した分布となった。 SAO散

布試料(図 2)では，深さ 0.75cmまでの水ポテンシ

ヤルカ鳴間の経過とともに低下していく様子が観察さ

れた杭 1.25cm以下の水ポテンシャルは時間鶴~Jこ

よる変化はみられなかった。 PEG散布試料(図3)は，

深さ O.25cmの l日目の水ポテンシャルカt-8MPaと

なり，3試料中もっとも低下した。 15日を街晶した段

階でー16Mぬまで低下した。 10日固までのPEG散布

試料の水ポテンシャルの低下は深さ 1.25cmまでにあ

らわれ、1.75cm以下の水ポテンシャルに変化はあら

われなかった。また 15日目では，全層の水ポテンシヤ

ルの低下が見られたれこれは蒸発により試料金体が

乾煉したためと考えられる。この実験から， SAOは深

さlcmまで， PEGは深さ 1.5cmまで土寝中に浸透し

ていくことがわかった。この理由として，土壌の初期

水分量とポリマーの物性値がポリマーの浸透深さに影

響を与えていると考えられる。特にSAOは水分量によ

って粘度が異なることが観察されているので，ポリマ

ーのOH基と水分子カ結合し，SAOの内部回転がPEG
よりも制限されて土粒子問へ浸透し難くなるため，浸

透深さに差があらわれたと考えられる。

杯飽和透水係剣試料ポリマーの浸透深さの計測で，

SAOは乾土重100gあたり44g，PEGは乾土重 100
gあたり 15gの添加鼠となった。各試料の不飽和透水

係数を図4に示す。無散布試料では体積合水率の低下

とともに不飽和透水係数も低下していった。それに対

しポリマー糊献料の不飽和透水係数は無散布試料の

不飽和透水係数と比べて.3...... 4オーダー低い値となっ

た。SAO糊蝋料の不飽和i跡係数は 1x 1 Q"13Cm/sec. 

PEG添加試料は 1X lQ"'zcπ1/secとなり SAO添加試料

の方が不飽和透水係数は小さい結果となった。またポ

リマー添加試料には体積含水率カZ低下しても不飽和透

水係数の低下はあらわれなかった。この理由として，

試料ポリマーに吸着した水分子の移動が実験原境では

一定であったためと考えられる。

4.まとめ

WP4-Tを用いて，池構保存用の親水性ポリマーの

土壌への浸透深さをあきらにし，ポリマー浸透層の不

飽和透水係数を求めることができた。今後の課題とし

て，ポリマー浸透厨中の水分子の移動を解明するため

にはポリマーだけでなく.土粒引笥のポリマーの存在

形態も考慮していく必要があると考えている。

n
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野草地における放牧が表層土壊の物理性の変化を通じて
植物の種組成・出現種数に及ぼす効果

Grazing effects on plant species composition and richness in semi-natura1 grassland 
through the physica1 modification of surface soil properties 

小路 敦・山本嘉人事・平野消・中西雄二

九州沖縄農業研究センター(寧現所属:畜産草地研究所)

Abstruct 

面積減少の一途をたどるわが国の野草地(半自然草原)における放牧が、表層土

・壌の物理性の変化を通じて植物の種組成と出現種数に及ぼす影響を明らかにする

ため、放牧導入過程(九州・阿蘇)および放牧休止過程(北海道・厚岸)における植

生の変遷および表層土壌の物理的特性を、放牧区・禁牧区間で比較した。その結

果、放牧導入・休止両過程とも、植物の出現種数増大と気相率および飽和透水係

数の低下が放牧の効果として認められた。好湿性種群の出現と優占度増大が認め

られることから、放牧には植物群落に対して光環境の改善をもたらす効果だけで

はなく、湿潤環境を維持することによって種組成を多様にする効果のある可能性

が示唆された。

キーワード:野草地(半自然草原)、放牧、種組成、出現種数、湿潤環境

Keywords: semi-natural grassl加 d;grazing; species composition; species richness; moist condition 

【はじめに】わが国における野草地(半自然草原)は、高度経済成長期以降の社会

・経済状況の変化に伴って現在消滅の危機に瀕しており(環境庁， 1994，氷見山，

1995)、草原景観や草原固有の生物相の喪失が懸念されている。これらを維持・

保全・再生するためには、野草地に生育する植物の種組成と、光や土壌、地形等

の環境要因との関連を解明する必要がある。

光や養分などの f資源Jをめぐる植物関の競合の結果、平衡状態として生じた

のが植物群集であるとする考え方が欧米では一般的であるが、降水量がきわめて

多く、黒ボク土等貧栄養な土壊に成立することが多いわが国における草原の植物

群集を考える際には、土壌の物理的特性と植物の種組成との関連を解明すること

が不可欠である。小路ら (2001)は、全国 29ヶ所の野草地448地点における解

析結果から、土壌の物理的特性は草原群集の種組成が決定される際に重要な役割

を果たしていることを示唆した。しかしそのメカニズムの解析は不十分であり、

特に表層土壌の物理的特性に大きな影響を及ぼす放牧の効果についての知見は不

足している。

そこで本研究では、採食等による光環境の改善が植物群集に及ぼす主要な効果

であると考えられてきた放牧が、土壌物理環境の変化を通じて植物群集に及ぼす

効果を、九州・阿蘇の利用休止野草地における放牧導入試験と、北海道・厚岸の
放牧野草地における放牧休止試験の双方の事例から考察する。

【方法】

1 )放牧導入過程:九州・阿蘇の北外輪に位置する熊本県農業研究センター草地

畜産研究所内第 23牧区(標高約 900m、年間降水量約 3.000mrn、年平均気温 II't) 

内に調査地を設定した。 1992年に利用が中止された半自然草原約 66aを電気牧

柵で囲い、褐毛和種牛(空胎)2頭を 2000年から 2004年にかけて、 6月上旬から

8月上旬までの開放牧した。放牧区および禁牧区それぞれに 10ヶ所ずつ定置調
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査枠(2mx 2m)を設置し、毎年9月、枠内に出現した全維管東植物の被度および

最大高を記載した。また、毎年定置調査枠外の任意の 6点に 2mx 2m移動枠を

設置し、放牧前(5月末)および放牧後(9月下旬--10月上旬)に植物の地上部を

地際から刈取り、種ごとに分別・乾燥後、乾物重量を測定した。さらに 2002年

には、放牧区および禁牧区の表層土壌の硬度を測定するとともに、表層土壌を不

擬乱(100m]採土管)および擾乱状態で採取し、不健乱試料は三相および飽和透水

係数(変水位法〉の測定に供試した。

2)放牧休止過程:北海道東部・厚岸町あやめヶ原、および浜中町に隣接する通

称鯨浜の半自然草原の放牧地に調査地を設定した。これらの放牧地では、北海道

和種馬や執(ばん)用馬などが、毎年5月から 10月までの問、比較的低い密度

(約 4hal頭)で放牧されている。調査地に最も近いアメダス測候所のデータによ

ると、この地域の年平均気温は 5.0t、平均年間降水量は約 950mmである。 2000

年 5月に 10mx 10mの禁牧区をそれぞれ5ヶ所ずつ設置し、各処理区において、

2004年までの毎年 7月および 9月、無作為抽出した 1m枠内に出現した維管束

植物の最大高および被度を記録した。また、地表面付近の相対光量子密度および

表層土壌の硬度を測定するとともに、地上部を地際でメIJり取って各草種群ごとに

類別後、現存量(乾燥重量)を測定した。さらに 2000年 7月および9月には、

枠中央部の表層土壌を不撹乱状態で採取し、三相、飽和透水係数(変水位法)、重

力排水後の気栂率等を測定した。

【結果および考察】

1 )放牧導入過程:植物の出現種数は、試験開始後一貫して放牧区において増加

傾向にあった。一方、禁牧区における出現種数には大きな変化が見られなかった。

放牧区では、ヤノネグサやハイヌメリ等、湿潤な環境を好む種群の出現が認めら

れた。放牧区における表層土壌の硬度は禁牧区と比較して高く、利用休止野草地

への放牧に伴って表層土壊の硬化が進行すると考えられた。また、放牧は、表層

土壌の硬度だけではなく、三相や透水性などにも影響を及ぼしている。放牧区で

は気相率および飽和透水係数がきわめて低い値となり、このような土壌環境の変

化が湿潤な土壌環境を創出し、植物の種組成に何らかの影響を及ぼしていること

が示唆された。

2)放牧休止過程:禁牧区では、植物の出現種数が急速に減少するとともに、サ

サ類を含むイネ科植物の地上部現存量が増大する一方、湿性植物であるヒオウギ

アヤメの地上部現存量が減少した。さらに禁牧区では、試験開始 2ヶ月後に早く

も表層土壌の硬度が低下し、重力排水後の気相率が増加していた。飽和透水係数

についても禁牧処理によって低下する傾向が認められた。このような結果から、

放牧の休止によって比較的早期に膨軟化や通気性の増大等の土壌物理環境の変化

が生じ、植物群集、特に湿潤な土壌環境を好む種群には好ましくない影響が及ん

でいると推察された。

以上2試験の結果から、放牧には土壊の湿潤な環境を創出・維持し、植物の種

組成を多様にする効果のある可能性が示唆された。
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島fEASUREMENTSOF ACTUAL THERMAL PROPERTIES OF TAKAMA TSUZUKA 
TUMULUS SOIL 
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2， MIZUGUCHI Masaru

J 

1 National Institute of Cultural Properties Tokyo-JSPS Researcher Fellow 
2 National Insti加teof Cultural Prope耐esTokyo-Director ofConservation Sciences 

3 The University ofTokyo-Associate Professor， Environmental and Biological Engineering 

Abstract 
There are several important mural paintings in temples and in tumulus in Asian countries. 
Takamatsuzuka Tumulus was built_ with mural paintings in the stone chamber around the end of 
7山centuryor 8t the beginning of 8th centaury. Because various fungi has recently appeared on the 
lime plaster wall on which precious paintings are drown together with intrusion of insects into the 
stone chamber， which seriously has damaged wall paintings， It is very urgent to陀 storeand 
conserve them with the relevant m伺 5U問 s.In order to propose protective measures against fungi， 
we performed a study of the thermal properties of恥 Takamatsuzukasoil. Sampling of 
Takamatsuzuka soils powder wぉ ca凶edout to know the thermal properties as well. Because of 
its high inside humidity and high water content of the lime plaster wall， we tried to install cooling 
system to control inside humidity. 

Keywords: Takamatsuzuka Tumulus， mural paintings， Thermal conduct討ity

l-Introduction 
The stone chamber of Takamatsuzuka Kofun， Figures 1， 2， is well known for its beautiful 
Paintings. It wぉ foundon 21 st， March 1972 in Asuka VilIage， Nara Prefecture and s∞n 
registe問 d邸 nationaltreasure. The tumulus is consists of circular mound. The stone chamber is 
located at around 3m deep from the ground surface. Because of its high inside humidity and high 
water∞ntent ofthe lime plaster wall， fungi appeared on some parts ofthe wall. It was decided to 
p陀 servethe wall pa~nting on the site and monitor the inside conditioris carefully. In order to 
propose protective meぉuresagainst fungi; we perfonned a s加dyof the thermal properties of the 
Takamatsuzuka soil. In addition， a cooling system was implemented to control temperature. 

Fig. 1 Overview of Takamatsuzuka Site Fig.2 Entrance ofTakamatsuzuka Chamber 
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2・ThermalpropertiωMeasurements 
Thermal Properties Analyzer， KD2， wぉ used to m切 sure the thermal properties of 
Takamatsuzuka soil. Two samples from Takamatsuzuka surrounding soil， sample 2釦 dsample 3， 
were obtained. Volumetric initial water contents ofthe two samples were same釦 dequal to 27%. 
Measurements of thermal conductivity， thennal resis伽 ceand thermal diflぬsivitywere carried 
out for both samples within 4 months. As shown in Figures 3 and 4~ Thennal conductivity 
increased ac; water content increased. Meac;urements were comoared with a theoretical model. 
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Fig. 3 Thermal conductivity of sample 2 
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Fig. 4 Thermal conducti吋tyof sample 3 

3・CoolingSystem 
The inside humidity and high water content of the lime plaster wall could be control if we 
manage the temperature inside the ch.amber and tumulus body. Therefore， a cooling system was 
provided as shown in Figures 5 and 6.. Metal and non-metal tubes connected with each 0出erto 
create pipes net covering the whole tumulus body. 

Fig. 5 Cooling pipes covered with insulators Fig. 6 Insulation sbeet covering cooling pipes 

4-Conculsion 
Thermal properties analysis is quite important to study the temperature distribution in 
Takamatsuzuka regime. Therefore， the ob也inedthermal properties釘 eutilized to simulate the 
temperature charige after cooling was s旬rted.
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豊浦砂・黒ポク土・立JIIロームに対する ECH20プローブの特性

Characteristics of the ECH20 Probe for Toyoura sand. Andosol. and Tachikawa loam 

井本陣美・溝口勝・宮崎設

東京大学大学院農学生命科学研究科

Abstract 

土犠水分センサとして ECH20(@De伺 gon)が使用されてきている。本研究では、日本の典型

的な土犠に対するこのセンサの特性を明らかにした。アクリル容器に水を入れてセンサの影響範

囲を閥べたところ、その範囲はプローブの面側で 2cm、エッジ側で lcmだった。次に、この特性

を考慮した試料容器を作成し、豊浦砂、黒ポク土、立)11ロームのキャりプレーション(8・mV)を行

った。その結果、 0・mV関係は 1次式で表せるが、 Decagon社の提案する絞正式を日本の土犠に

そのまま適用するのは不適当であることが明らかになった。

1 .はじめに

土犠水分センサと して ECH20が使用されて (a)~ 
きている。井上位003)は ECH20の塩分による

影響、藤巻ら(2003)は温度による影響、徳本ら

(2002)は他の各種センサとの特性比較等を検

討した。しかし、 ECH20がどの土檀に対して

も同一の校正曲線を用いることができるかどう

かの検討は十分でない。そこで本研究では、ま

ず、 ECH20による測定の影響範囲を明らかに

し、その検討に基づいて挫浦砂、黒ポク土、立

川ロ ームに対する 0・mVのキャリプレーション

を行った。

2. ECHρ による測定の影響範囲

(1)センサの糠要 ECH20プロープには、

EC'20 (長さ 25.4cmx幅 3.17cmx厚さ

0.15cm ; Long)とEC'lO(長さ 14.5cmX3.17cm

X 0.15cm ; Sho此)の 2種類がある。土境水分

量は、土嬢の比鵠1屯串から変換された出力電圧、

または土峻ごとに決まる校正式 (8・mV)を用

いた体制含水率として求められる。

(2)測定方法 (Fig.1) アクリル製容器 (20

X20X40cm)に水を入れ、容器壁面からのプロ

ープの面(a)と側面(b)の距離 (D) を変化させ、

そのときの出力協圧を測定した。また、プロー

プを縦方向(c)と幅方向(d)に順次水面に沈め、影

響範囲を測定した。
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Fig.2 Probeの特性

(3)結果 (Fig.2) LongおよびShortの(a)面

側、 (b)側面側、 (c)縦方向、 (d)幅方向の影響範

囲の測定結果を Fig.2示す。
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測定範囲は、容器壁面から(a)面倒 2cm以上、

(b)側面側 lcm以上離すと安定した。 (c)幅方向、

(d)縦方向についてはプロープを完全に水へ沈め

た場合に安定した。

3. 土埠のキャリブレーション

(1)誌料豊浦砂(ρd=1.64Mg/mS)、黒ポク土

(0.74 Mg/mS)、立JIIローム(0.46Mg/mS)で2mm

筋通過分を用いた。

(2)方法水を入れた容器の影響範囲特性を参

考にして、長さ 20cmX幅 5cmX高さ 5cmのア

クリル製測定容器を作成した。この容器の中央

部にプロープを装着し、各試料を所定の密度で

充接した。容器ごと下方から浸潤飽和させ、約 1

日自然排水し、測定を開始した。蒸発法により

容器+土境の質量を測定し、 1日 1-2回電圧値

を読み取った。

(3)結果(Fig.3) 豊浦砂、黒ポク土、立川ロー

ムに対する 8'mV関係を Fig.3に示す。図中に

は1次回帰式(実線)と Decagon社の校正式(破

線)も表示した。 8'mV関係は、どの試料に対

してもほぼ線形になった (R2=0.98・0，99)。しか

し、 Decagon社の校正式では体積含水率が過小

に評価された。

4.考察

ECH20プロープは原理的に土犠の誘電率測

定に基づいているので、土壌水分量の他に塩分

濃度や温度の影響を受ける。 しかし、塩分濃度・

温度変化の少ない条件であれば、出力電圧を土

嬢水分量の指標として使って問題ない。ただし、

Fig.3に示されたように Decagon社の校正式を

そのまま適用して土壌水分量とするのは不適当

である。湿潤と乾燥状態の少なくとも 2点の土

壌水分量に関して 0・mV関係を求めて ECH20

プローブを使用するのが望ましい。

ECH20プローブのユーザが税短的に情報を

公開し、日本のさまざまな土壌に対する s'mV

線形関係の係数をデータベース化しておくと、

一般ユーザにとっても有用である。

5. おわりに

ECH20の影響範囲は面側で 2cm、エッジ側

で lcmだった。土壌に対する 0・mV関係は 1

次式で近似できるが、日本の土壊にDecagon社

の校正式をそのまま適用すると体積含水率が過

小評価されることがわかった。
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Fig.3 各種土壊のキャリプレーション
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水分・溶質移動予測プログラムHYDRUS・2Dからみた超低流速潅水の利点

Merits ofU1tra Low Micro凶例on白血na凶 byHYDRUS-2D simulation pro伊 m

forwn(er釦 d鈎協凶1Sfer
吉川崎子1・取出伸夫2・村口 浩3・渡遊修_1・松本由利子3・井上久義1・吉川弘恭1

1)近議中国四国農業研究センター 2)三重大学 3)香川県農業試験場

Abstract 
Mer蜘 ofUltra Low Microir討gationwere analyzed by HYDRUS-2D sim叫ati.onmodelあr
water and回，lute回 nsfer. Res叫旬 were:1) Wa.ter姐 dN03-N distributions by Ultra Low 
Microi.njgation were well estimated by the program， which偲 nmake the irrigation planning 
e回y. 2)Ul回LowMicro凶 gationw.儲 suppωed旬 beappropriate for却益swith high water 
permeab出tyandlimi飴d詮rigati.onwa旬ζwhereuti五回tione缶ciencyofwa飴rand会出量zer但 B

be higher and ou国owof fertilizer飽 nbe smaller than usualむipirrigati.on. 
Keywords:四 国LowMicroini;.伊 rtion，HYDRUS-2D， I'#lter and回 t]u恰佐官2Sfer

1.はじめに

現在、日本で普及している 2L--12Ilhr程度の点滴海水システムに対して、 o.1 """U.31Jhr程度の

潅水速度の超低所必漏水システムが開発された。配管コストの低減や小水源の和朗などのメリット

が期待されている。本稿では、超低満室潜水が作物にとって水分や養分の効率自悌i用に繋がるかど

うか、どのような場合の利用が合理的であるかを明らかにするために、水分・溶質移動予測プログ

ラムHYDRUS-2Dを用いた検討キ栽培訴験を行った。

HYDRUS・'2Dとは、

アメリカ縫跨省塩額研索頭が中心となってlIIl宛した涜rJ112次元土中水分・溶質移動予測プログラA 不飽和水分移動のジチャーズ

式を溶質移動の移流分儀式を用い、与えた叡諏・境界条件に対して有縁要素訟を扇いてシミュレーションする.

2.実験と解軒

①実測直と予測値との適針生

花髄岩風化土を充填したカラムを用いて、最上層表面中央から、通常の点滴潜水(以下、通常海

水という)と超低流速点滴掘水(以下、俗車潜水という)を模して硝設繊夜を添加し、一定時間後

の水分分布と硝酸態窒素の分布を調べ、予担l}fj直と比較した。

② HYDRUS.2Dによる予測

畑条件(自由排水、根は表層 lOcmの均一分布を仮定)で海水量に対する蒸散量、蒸発量、下層

への浸透水量の割合、また、海水速度、排水条件、初朝水分の違い治事同t量、羽財く中硝酸態窒素濃

度に及ぼす影響を予測しt4
③マーガレット栽培誤験

隔離培地において儲車潅水培地と通常海水培地を設けて、両培地に同量を糊くし、マーガレット

を栽培し、排水量柑隊中の硝酸態窒素量を測定した。

3.結果及.v.考察

①実測値と予測置との適合性

低速海水でiお畠常漏水より浸透深が浅く、表層の水分量がより高くなった。硝酸態窒素の分布も

水の分布と同様の傾向を示した。俄塞漏水では、実測直と予誤.IJfI直との適創生が高かった(図)。

② HYDRUS・2Dによる予測.

畑条件での点滴潜水では、可能蒸発散量と近い量の潜水を行う場合、思疲土では低流速潜水の方

が蒸散量が若干大きくなり、蒸発量は変わらないため、下層浸透水量が減ることが予測された。し
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かし、犠土以上の給性な土境になるとこの現象が逆転すること、海水量が可能蒸発散量よりもかな

り小さい場合は通常潜水も低速潜水も同程度の蒸散量、蒸発量を示し、下層浸透が生じなくなるこ

と、海水量が可能蒸発散量よりも大きい場合i樋常糊tよりも低速漏水の方が逆に蒸散釦沙なく

なることが予測された。また、底面水浸出条件でi胡財tが生じなb、場合でも、土境が下方へと連続

していることを仮定している自由排水では、水が下方〈授透していくこと、潜水速度が大きいほど、

初期水分が高いほど、排水量が多くなることが予測された。

体鍛水分司E

d・

" • 。
" .. .. 

E高段怨JUi

‘. " 

<検討方法>
カラム:4飽伽nX穆noanx厚さSanのカラム
の3段邸主儲郵は孔を倒けて鍛水可混とする}
土繊:1t隊治風化物{く句協合 板糊土悠水分
l主体積水分明m
実91:;カラム上部中央から通常浴水では
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図点滴潅水カラム誤験の実温，%直とHYDRUS-2Dの予測値

③マーガレット栽培鈎験

儲塞潜水培地では、曇天日には封同くが生じるものの、通常潜水培地に比べて封同d防2大幅に抑制

された結果、総排水量が 1110、硝酸態窒素翻見盆が 116に抑制された。

4.おわりに

HYDRUS'2Dからみた俄車潜水の利点は以下の2点にまとめられる。

。カラム獄験の結果、俄墓漏水では、HYDRUS'2Dによる予混l鮒度が高く、潅水計画が立てやれ、

2)通常漏水よりも他産調fvJ<のメリットが活かせるのは、透水性のよい土壊で、可能蒸発散と間程度

以下の海水を行う場合である。その場合は、水キ嘆分の利用効率が高まり、漏水母や肥料を減らす

ことができる。また、同時に養分の環境への負荷を抑えることができる。

さらに付け加えれば、組粒質な土槙で凶通常糊(1こより不均一流が生じると思ゐれる場合があり、

上記2)で述べた低速潜水の利点が、実際はより顕著に現れうる。

文献

D.R相暗m，J.Simunek. and肌τ'b.van Genuchten (取出伸夫・井上光弘監訳}匂∞4): Modeling 
V紅泊blySa知m凶Flo¥Vwi也 HYDRUS'2D: Japan騰も田油勘nHYDRUS'2Dによる土中の不飽
和流れの計算. 農業土木学会土横物理研究部会HYDRUSグループ
吉川弘恭ら包005):日本における超低流速潜水システム発展の可能性 1，超低流速潜水の進歩と現状.
操業及E潤芸.80(9):ページは未定

p
h
υ
 戸。



第47回土組物理学会シンポジウム(2005)

Hydrus2Dによる溝型ウォーターハーベスティングの数値計算

Numerical CalculatloD OrWater Ha円借tlng凶 ing8 Ditch by Hydrus2D Model 

脊藤忠臣1) 安田裕 2) 安部征雄3)

1)日本学術掻興会{鳥取大学舵燥地研究センター) 2)鳥取大学乾燥地研究センター 3)筑波大学農林工学系

Abs位置ct

近年，蒸発抑制効果を持つウォーターハーベスティングとして，滑に砂膿等の高透水性物質を充填

する手法が提案されている.本研究では.Hydrus20を用いて手法の室内実験に対する数値計算を行い，

手法のモデル化を目指すと共に，モデル化に際し残された問題点を明らかにした.結果より，計算が

極めて不安定な条件下においても Hydrus20が水移動を計算出来る可能性が示唆されたが，膨大な試行

錯誤による最適計算条件の探索が必須となることが課題となった.浸透過程においては，計算による

水分分布と水収支が実誤，IJ艇と良好に一致したが.蒸発過程においては，燕発速度が未知の場合に蒸発

速度が過大評価され，水収支に誤差が生じた.

キーワード:ウォーターハーベスティング， fi樟，数値計算，ハイドラス 20

Water harvesting， Ditch， Numerica1 ca1cu1ation， Hydrus2D 

1.はじめに :ウォーターハーベスティングによる表面流出水捕集は，乾燥地における農業や植林に不

可欠な技術である.近年，地表面に作成した構に砂磯等の高透水性物質を充境することにより，浸透

促進効果と同時に深部浸透による蒸発抑制効果を期待できる手法が提案され，実験的，数値的研究が

進められている(1)本手法のモデル化では，乾燥した低透水性土績と構内高透水性土壌への同時潜水を

取り扱う必要があり，これは数値計算が不安定で困難な条件であるといえる.本研究では，広く使わ

れる Hydrus2Dプログラムを用いて手法の室内実験に対する数値計算を行い，手法のそデル化を目指す

と共に，モデル化に際し残された問題点を明らかにすることを目的としている.

2.実験・解析方法: Fig.l Iこ実験装置の概要図を示す.大型のアクリノレ製土鳩摘を用意し，壁面に AOR

水分センサーを 26本段位した.これに供試土誠(珪砂に木節粘土を重量比 10%混合)を均一に充填し，

土境他方燐には深さ 41cm，緬9cmの高透水性構を作成した.術内充境物質には，物性の異なる 5種の

砂磁・有機物を用意し，一定散の漏水をした際に，櫛

なし条件及び各充刷物質構が示す，浸透促進・蒸発抑

制効果を比較した.Table.l に.カラム試験から得た供

試土ならびに 5車nの構内充境物質の物理性を示す.

土横と惜の充境が完了後，土塩締に漏水装置を取り

付け.1)1位面積当たり 40mmの海水を行った.本研究

では.全ての湛水が地中に浸透しきるまでの期間を f浸

透過程Jとし，また浸透に要した時間を浸透促進効果

Tab1e.l供鉱土と溝肉充積物質の物理性

盤墜主と 乾織密度 飽和透水 間隙4!

構内充焼物質 [glcm1] 係数[cmls] [%] 

E量砂+粘土 10% 1.81 9.78X 10.$ 28.8 

珪砂+粘土5% 1.69 1.30X 10・3 32.6 

瑳砂 1.67 1.05X 10・1 39.6 

砂利 1.30 6.35 49.S 

パイプ 0.28 12.9 73.4 

むみがら 0.12 1.29 84.0 
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の目安として測定した.浸透過程終了後，送風装置と，地表面温度制御装置に連結した熱伝対及び白

熱灯を取り付け.土壌面蒸発を開始させた.蒸発開始から 7日間を f蒸発過程Jとし，重量計を用い

て蒸発量を測定した.浸透・蒸発過程を通じ ADRにより土犠水分の 2次元分布を測定すると同時に，

定点カメラによる浸潤前線のトレースを行った.

数値計算には. Hydrus2Dプログラムを用いた.土纏のパラメータには Table.lの物性値並びに水分

保持曲線より得られた VanGenuchtenパラメータを与えた.なお，供試土は粘土質であり，飽和近傍の

透水係数が過小評価されたため，修正VanGenuchtenモデルを用いて，透水係数低下に対する補正を行

った.数値計算は浸透過程と蒸発過程を分けて順に行った.浸透過程においては，上部境界条件に実

験条件に沿った減深湛水条件を与え，各充填物質ごとに計測された浸透所要時間が経過するまで.水

移動計算を行った.その後蒸発過程の計算に移り，初期条件には浸透過程終了時の水分分布計算値を

引き継ぎ.7日間分の水移動を計算した.上部境界条件には①実測された蒸発フラックス，②モデルに

より計算された蒸発フラックス.の2種の変動フラックスを与え，結果を比較した.

第羽田

お

30 

25 

，。

5 

河障なし
3.結果と考察:本手法のモデル化に際し

ては，非常に乾燥し，かつ物性の著しく異

なる 2種の土嬢への漏水と水分移動を取

り扱う必要がある.この様な条件は，数値

計算を行う上で.極めて不安定で困難な条

件であるといえる.したがって，本研究に

おける数値計算過程においても，非常に多

くの計算停止や発散による誤差が発生し

た.しかし，膨大な試行錯誤により，時関

東lみや反復基準を変化させ安定計算条件

を検索した結果，浸透過程，蒸発過程共に，

妥当な計算結果を得ることが出来た.この

ことは.Hydeus2Dが極めて計算が不安定

な条件下においても.実験条件を変えることなく水移動を計算出来る可能性を示唆している. しかし

同時に，試行錯誤による最適計算条件の探索が必須であることは，大きな繰題であるといえる.

fig.2には.mなしおよび3積類の充焼物質における，浸透過程終了時の実測と計算の水分分布を示

した.各条件とも水分分布の傾向が実測と良好に一致していることが分かる.水収支においても，浸

透終了時間までの系内への流入量の計算値は，実験での海水量と概ね一致した.以上より，浸透過程

において手法のモデル化が良好に行われたと考えられる.ただし，特に構内において，体制含水率の

計算値が実測値よりも数%高い傾向が見られた.これは，計算上の浸潤においては，カラム試験により

決定された飽和体制含水率とほぼ同じ値で浸潤が進むのに対し，実際の浸潤では土犠が飽和しきらす

に浸潤が進むためと考えられる.この誤差は計算上避けられるものではないが，設定する飽和体秘含

水率の値を実測に合わせ数%低くすることにより，実測値との適合性が増すと考えられる.

Fig.3には，蒸発過程終了時における水分分布の例として，珪砂構において境界条件に実蒸発フラッ

クスを与えた場合の計算値と実測値と示した.実蒸発フラックスを与えた .r一一一寸 r-. -ーで・

場合には.水収支が一致することは当然であるが，水分分布の傾向も概ね 1. .. I .~ .:~ 
良好に一致した.一方.Hy伽 s2Dによって蒸発フラックスを計算した場合 -1 I ・~ • :.. .， 

は，減率蒸発段階における蒸発速度が，実測蒸発速度と比べて過大評価さ コ I :1 ! 
れており，水収支に大きな誤差が生じた.多くの場合，実蒸発速度は未知 -1 i 

であるため，蒸発過程のモデル化には課題が残った. -+-〒ーーーー」
実iJCJ鐙

E圭砂・給土5昔話事 --撃型車

:: 

実

測

値

齢
制
官
#
健

実務発

フラックス

Fig.3蒸発過程終了時における
珪砂溝の水分分布
(凡例はFijt.2に!可じ}

文献:(I)Saito.T. el 01.， (2000): Effect ofwalcr harvesting considering evaporation 

control in arid areas. The X/V memorial CIGR ltIorld congress 2000， pp.1143・1147
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東海丘陵要素植物の生育する土壊の理化学性に関する研究 (ll)
ーモウセンゴケDroserarolumli仲陶自生地の土壌水分観浪ト

A Study on Physi∞hemi伺 ICharncteristics ofSoil 0('0'鴨川也eTokai HiII Land Elements ( 11) 
-Observ，凶onof Soil Moisture of a Marsh Grown D. rotwuJ!foliaー

上野 燕"・愛知真木子 2)・南 泰基 2)・寺井久慈 2)・谷山鉄郎2)・安藤滋克 2)・加藤知恵 2)

Kaoru UENO'】.Makiko AICH[2) . Motoyasu MINAMJ1) .日isayoshiTERAJ1) • Tetsuro TANIYAMA2) 

• Kensuke AND01). Chie KAT01) 

1)中館大学生物繊鐙開発研実新Resc溜由lnSIi1UtCfor B耐噂caJFund悶nαm加U附CISIIY

2)中郎大学;tJ羽生物学郁白11申 ofB問問¥CICand Biotcchno均lY，au蜘 UIlI¥U'5Ity

要旨

本研究の目的は東海丘陵要議植物の自生地における土壇環境の糊生を明らかにし，これら植物の

生育する俄由也の保全に役立てることにある。今回はモウセンゴケ属植物の自生地における土犠水

分環境の実働白星のため.2∞4年冬期から観測を鋭けている典型的な働湿地1地点の春・夏期の土

壊水分状態の結果を整理し，モウセンゴケ ω-osera，蜘 uiifolia)の生育土犠水分の糊生について考

察した。

キーワード:低湿地保全，東海丘陵躯紫，モウセンゴケ属植物，土壊水分
KeywOl由:cα国 rvationof mnrsh， U依aiHiII Land Elements， Dro開ヨ，却iJmoistw電

E.はじめに東海丘陵要素とは，東海地方の丘陵や台地の衛星地およびその周辺に固有もしくは日

本での分布の中心がある縞物のことである(値田.1990. 1捌)。これらは，その生育特性のために

植生遜移により消滅しやすく現存齢2減少している。一方，自生地における土槙の基礎データはほ

とんど存在せず，保全のための基礎データが不足している。食虫植物であるモウセンゴケ属植物は，

全国的にも湿地生態系の保全の観点からその生育環境の研究がなされているが.自生地の土境水分

条件について定量的に把巌した例はない。集者らの概査地には，植物であるトウカイコモウセンゴ

ケDrosera的知的凶側海丘陵要素)とモウセンゴケD.rolll1叫(oliaのニ曹が自生しており，これら

の土壌水分環境についての比較調査が可能である。本報では，比較的湿潤環境に自生していると考

えられているモウセンゴケを対象とし，自生地の土犠水分状態の調査を開始したのでこれを報告す

る。

2.調査地繊概要調査地は，岐阜県靭附武並竹折にある中部大学恵那キャンパス敷地内である。

恵那キャンパスは，総而積40万m2.徳商270....... 344mの丘陵地に位置し，厳冬期にはわずかに積雪

し，日陰の湿地は終日凍結する。恵那の気象は年平均気温 12.8t.年平均降水量 I768.Smmである

(気動宇坤:flwww血.takishoゅ .jple刷抑制urelindexS2畑 1)。土喫水分状態の辿統観測を開始し

た湿地は，敷地内中央線の北東方向に位置する最も大きな湿地であり，ヒノキ人工林内のギャップ

に成立している。湿地内には，モウセンゴケ，サギソウ.ミミカキグサ，ホザキノミミカキグサが

自生し湿地を囲むようにササ群繕が生育し.ヤナギ・コナラ幼樹が若干侵入している。この湿地

周辺Ji.年に数回の頻度で下草刈りカ苛Tわれている。湿地の土犠は表庖に土蛾砂醗屑が露出した

境質砂土から砂質土で綿成された貧有機質土犠で，地下水位は地表から 2伽 nと浅く，土般砂礎層

直下にある埴犠土刈腿水層となり地下水が緬聾されている包加4.上野ら)。

~盟査左遺 2∞4年 11 月 22 日に湿地梯水点を中心とした4点にテンシオメータ(ヒロセ理似製)

を埋設(深度S.......lOcm)し，データ蓄積を開始しtt.，雌冬期には凍結が激しく君搬の煩傷が予測さ
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れたので.2005年 1月22日に機器を撤収し，同年4月 17日より，観測点を8点(A-H点)に噌

やすとともに観測点の位置を若干修正し，観測を再開した。この際，雨量計 ω1K0201)と地温計

ω1K03∞)も設置し，連続観測を開始しむ

4結果と考察 2∞4年冬期の結果については，既報(上野ら.2∞15)で示されているので，本報で

は2∞5年春・夏期の結果を示した(均.1)。各点のpF値は，湿潤側からO.F<C<A<B・G<E.

Hとなっていた。 pF値と乾湿の翻峨況をみると.0点はpFO.7-O.8で変動は最も小さく f安定し

た湿潤状動で. F点は pFO.7-O.8で変動頻度はD点よりも高いが pFの翻幅削、さい『湿潤状

恥 .C点はpFO.S--l.2で変動頻度はF点よりも高い瑚却蝿は中程度の「やや湿潤状強J.A点は

pFO.7-3.0以上で変動は頻度・幅とも大きい 「やや転換状fQ初であり.B.G点はpFl.O-3.0以上で

変動は頻度・幅ともに大きい門動、乾燥状fQ訂であった。 E.H点は，期間中にテンシオメータ内

の水が漏出して測定ができなかったが，テンシオメータでの測定可能範囲を超えた乾燥状態 (p円

以上)にあることが推察された。各観測点の植生状態を fモウセンゴケ生育密度/ササ生育密度j

として暫定的に示すと.0点は f密/なし1.F点は fやや密/なしJ.C点は fありメ少ない'J.A 

点は「なし/密J.B・G点は fなし/やや密J.E. H点は『なし/密Jであった。これらの結果か

ら，本調査地の事・夏期のモウセンゴケの自生土境の水分条件は.0・F・C点のpFO.7-1.2の領域

であったことが明らかとなった。 2(削年冬期調査では，モウセンゴケ自生地点のpF領峻は0.7--1.0

であり，冬期の土犠水分剣牛は春.m切と肋放して大きな差異がない傾向がみられ丸

急盆金旦l三今後は，今回設置した地点におけるi車続観測を続けるとともに，湿地内の観測点を増加

し， トウカイコモウセンゴケ自生地との比較調査によりモウセンゴケ腐植物ニ稲の生育律京国子を

土犠物理判句に明らかにした川
o 1)俗図鈍暗.1990.シデコプ・ンのたどった道.プランタ 7:77-81. 2)級周銘酒!f.1994.組物の8然免 pp3-8.:tti飯謹大学
図翻切手会.斜線 3)上野J1i.調軍基泰・等弁久慈・河野義晴・納雌郵倒刷):東海丘紐挺潟織物の生貧土娘環樹に厨する研
究平成 16年度農業土木学会大会lIfil賀会要旨集喝2・783.4)上野鼠・愛匁時本子・陶経着陸・寺井保護主・河野穂積・谷UIO郵
倒防5):餓丘脚鮒紛の却土棚樹こ騎する研究(亘)ー土網棚を含む低湿地の湖水分救悠と地形ー-平成17年度食

業土木ネ会大会鶴自日会g{旨鍛.担金泊5

i年軒副説非叫!i計主社北:4正止北ii;L;;?二;i:子三三;i;子子ji;子..三..

l :…帳……、W狩汁でで?乃門叫寸トコ 一一"~l
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大気の吸引による液状化鈎制と地下水面変i助から見た中趨地震

中野俊郎へ稲葉一成"
・新潟大学農学部，"自然科学研究科

地下水面が低下するため、時~のVJK童疎水"が11継し空洞化する.民主下水流動勉を鈴鹿した結果、客土庖とiÞm~の#UI と図面下 2.3mlこ流
動感が存在し、この流動ÆJ:flt消滅すると~庄が発生することがわかった. 2004 毒事に、 ~æ:flt発生した時lこ~æを化キャンセルするために、直径
6c:udをさ 2mのストレーナfサ筏ピwを打Iiltし、!1l目にilLEセンサーを縛入して余震がキャンセルされることを硲かめた.このような悠ピ管を打
E宣した 2箇所では、流動庖が発生せず、地下水面が境目からdOcm低下したため‘中ta絶震が発生しても緩状化を鈎止する効果があった。中ta
絶it前後の~æ観測結果から、絶S量発生を予見できそうである。

キーワード:地下水低下.~æ.貨~!!!lEii'i$m.'fJfi勉震

はじめに

信漉川中流媛の河岸段丘上の水回は，暑さ 1mの客土

層の下に砂礎層が 15m縫翻している。2000年前から籾

殻疎水材が腐植し空洞化した筒所では.農作業機被が陥

没したり，漏水した。

地下水面が低下する原因を探るために，負圧や地下水

流動層を観測した。そこで、流動態が発生したときに、

この負Eをキャンセルするために長さ 2mの下部1m節
分に 2mmlこ穿孔したストレーナを施した怠ピ管を打

設し、客土層と砂礎病の境目に現れる流動層の負圧を娘

測して、負圧がキャンセルされることを確かめた.

このような塩ピ管を打股した2箇所の 200m周辺で

は、中越地震時には波状化が現れなかったことから、液

状化抑止効果を有すると推定される。

大気吸引用温ピ管を打股していない2003年には流動

層の消滅・発生が見られたが、肢障した 2004年になる

と消滅・発生が見られないことからも、液状化抑止効果

を有すると推定される。

調査方法

1. 地下水流動病検腐と負庄キャンセルの確認

2001年に神谷67の水関の嘘酵に内径18mm長さ 3m
のステンレス巻パイプの下部 2m部分を 2cm間隔に

2mmに穿孔した中に 10cm間隔に温度センサーを連絡

した温度プローブを挿入し、 1時間間隔に地下水温度を

観測した。

この検層結果から、客土層と砂礎屑の境目と図面下

2.3mに流動層が存在することが判明した。この境目の

流動層の負圧を観測すると、流動層が消滅すると負圧が

発生することが判明するので、負圧が発生したときに大

気を唖引させて負圧をキャンセノレすれば、地下水とJl!!表

水を分離することを、P1IIかめた。神谷67水田の地下水

流動方向が渋海)1(と平行であるので、農道脇に 1m間隔

に10本直径65cm長さ 2mの下部lmlこストレーナを

施した塩ピ管を打設し、 15m離れた位世の深さ 1mの
境目に負圧センサーを埋段して、負圧がキャンセルでき

ることを、磁かめた。 2004年には境目から 50cmに地

下水面が低下したために、液状化が発生しなかったと推

定される。

新聞町の水図の地下水流動方向が不明なため、大気股

引用塩ピ管と負庄センサーを L字に囲むように打股し
た。

2. 地下水面変動からみたや越地鍵による地盤挙助

長岡市新聞町の水闘の地下水面変動は、地鍵・余鍵発

生方向に低下している。一方、守門村東野名絶すベり孔

内水位をみると、上昇している。気象庁の震源分布図か

，.. 
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ら露顕断層が山古志と川口を結ぶ線にあると推定でき

る。この震源断層の東側では地下水面が上昇するので地

盤が圧縮され、西側では地下水面が低下するので地盤は

伸猿状館になったと推定される.山古志は園給した砂地

盤のために、圧縮された地盤が大崩蟻したことが、推定

される。

函-5に新聞町の地下水面変動と地震発生を示す.

罰面下 300cmまで地下水面が低下し、負圧がキャンセ

ルされるときに、地震が発生することがわかる。

地すべり調査で、大気に連続した条件でボーリングの

孔内水位を測定するのとは異なり、負圧センサーを客土

層直下1m深さの砂醸層に浬般し極め設した状態で観

測することで、治震で変動する負の圧カをより正確に把

握することができるものと思われる。

ただ、負の圧力を発生させる原動力やメカエズムが不

明だが、地鍵を予見できる可能性がある。

第47回

未だ地盤の変位が止まらない時期に大規穫土木工事

を導入した復旧は国難であるが、自然のカを活用して農

地表層を固定化させることを、暗渠で深さ 40cmの層を

負圧にして大気圧で圧密させて、地盤強度全国加をベーン

せん断拭肢で搬認する。図-8にベーン試験の結果を示

す。この結果から、若手された地すペり対策工事後に、

被災農地の復18に有効な手法であると、思われる。

彼災農地の表届固定化3. 

年月白

↑畑2

中.地袋後の治下水面変動とt也袋発生 (2005年5月-9月}図-5 
4.液状化抑制の効果

2003年の地下水流動層の検層結集は、図面下 1mと

2.3mに流動府が現れることが認められるが、2004年に

なると全く現れなかった。 20例年には、客土層と砂膿

層の境自の図面下1m'こあった地下水面が50cm低下し

ており、この地下水面の低下と吸水渠管内に水が溜まっ

ていなかったことで、液状化が発生しなかったと思われ

る。このように大気吸引盗ピ管を打設した水隠は、新聞

町と神谷の2箇所の水間で、この 2箇所とも液状化が鐙

生していないことから、液状化を抑制す.る効果があった

と思われる。
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不飽和砂質土壌中の下方浸透水採取のためのサクション制御

Suction control for infi加制onwater sampling in unsaturated sandy soil 

0東直子 1・森也寸志 2.井上光弘 1

l鳥取大学乾燥地研究センター， 2島根大学生物資源科学部

Abs釘act

採水フィルターにサクションをかけ，不飽和土壊中の下方浸透水の流線を乱すことなく採水

する装置が開発されているが，効率の良い下方浸透水の採取を行うためには，採水に使用する

フィルターの種類や採水を行う不飽和土壌の種類によって，フィルターにかけるサクションの

値やその制御プログラムを変更する必要がある.砂質土壊中の浸透水を採取する場合は，ガラ

スフィルターの直上に空気の封じ込めが起こることがシミュレーション結果より明らかとな

った.下方浸透水を採水する際に，採水装置周辺の土犠水分がどのように変化するかを予測し，

サクション制御の際に留意すべき点を示した.

キーワード:下方浸透水，採水フィルター，サクション，不飽和土境
inf首位ationwate巳 sampling filteじ suction， unsaturated soil 

1. はじめに どのような汚染物質が，どこに，どれだけ存在しているかを把糧し，土嬢や

地下水の汚染過程を明らかにするためには，土犠中を移動する下方浸透水を直接採水する必要

がある.フィノレター下端のサクションを周囲の土犠と等しく制御することで.装置周辺のポテ

ンシャルプロファイルを乱さず，浸透水の流線を自然状態から変えずに採水するサクションコ

ントロールサンプラーが開発された(例えばV加 Grinsvenet al. 1988). それを基に，僅かなサク

ション変化でも土壊水分量が大きく変化してしまう砂質土犠に適用可能な SuctionCon伽olled

Flux Sampler(SCFS)を開発した(東ら 2005，Higashi et al. 2005). SCFSを開発する際，シミュレー

ションを行って採水フィノレター周辺の土壌水分の変化を予測し，効率の良い採水が可能になる

ようサクション制御に工夫を加えた.本研究では，どのようなサクション制御が，砂質土犠で

の採水に適したのかを具体的に示すと共に，採水フィルターの種類や採水を行う不飽和土犠の

種類を変えた場合のシミュレーション結果について報告する.

2. 実験方法 SCFSは，土嬢中に埋設するフィルタ一部分(SFD)と，フィルター下端の圧力

を自動制御する部分(AVS)から成る.SFDのフィルター直上に設置したテンシオメータで測定

するマトリックポテンシャル(んうと，同深度のフィルター外のマトリックポテンシヤル(hL，hR) 

の平均値(hL必との差:(h('-h1.R)を吸引判定値とし， 5分間に l度の判定に基づいてフィルターサ

クションが AVSにより制御され，採水を行う.理屈上hcとhl.Rが同じになるように制御すれば

流線を乱さずに採水できることになる.採水が SFD周辺の土壌に及ぼす影響を HYDRUS-2D

(ver.2.05)で予測した.その際， SCFSのようにフィルターサクションを自動制御する条件選定が

困難であったことから，次のような設定とした.縦SOcmX横 20cmの土壌の鉛直二次元断面

を作成し，フィノレターが Tilble t. Input par羽metersfor HYDRUS-2D simulation. 

土壇中の 50.cm深に埋設 Materials 8， 8 s a n ι 
されているとした.フイ Icm) cm')] [cm) cm')] [cm.I] [cm day'IJ 

ルター内外には，吸引判 Dune蜘 d O.似86 0.413 0.03 5.5 760.48 

定用のテンシオメータの G4filter 0.0283 0.330 0.01 5.5 50.97 

ように観測点を設け，そ 1.2μm-Membrane 0.0283 0.330 0.0025 4.5 1.21 

の地点のマトリックポテ Sidewall 0.0637 0.355 0.018 1.3 0.10 

内

4
可

1
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ンシャルの経時変化を注視した.フ

ィルターサクションは 50cm一定，

フィルター外側の境界条件もサクシ

ョン 50cm一定とした.HYDRUS-2D 

で入力した物質の各パラメータの例

をTablelに示す.初期の水分条件を

飽和として 1日自然排水させた後，

降雨強度20mm h.1の連続降雨が l日

発生したと仮定し，その 2日間の計

算を行った.

3.結果および考察 これまでに報

告されていた吸引判定値は，hcとhLR

を全く同じに制御するなど，いずれ

の場合も(た-hLR)=Oが平衡である

ことが前提であった. しかし，

-35 
官
u 

ご-40
a 

E 

E-45 
.~ 

3・50 ， ， 

自然排水 連続降雨

~hL 
~hc _.._ h

R ， 
t 

-55 
0 

官
J 
~ 

1.0 
Time (days) 

2.0 

~ (b) 

r
M剛

健

M
h

H
J
‘

払

川

捌

'

o
e
i
l
-
-
i
l
l
l
1
1
1

・

置賜
閣
外

。"J. 
i 1. ) 

LJO.05 
Fig.l Results ofthe calculation by HYDRUS・2Dwith50cm

∞nstant suction at the filter. 
(a) Changes ofthe matric potential inside組 dou凶deofthe SFD. 
(b) Soil water content under free drainage. 

HYDRUS-2Dによるシミュレーショ ωSoil water content under continuous rainfall witb 20 mm h.' 

ンの結果，サクションをかけ，砂質土境中の浸透水をガラスフィルターで採水しようとすると，

Fig.l-aのように連続降雨下でたと hLRは一定の差を保って平衡となり ，(hc-hLR)=Oとならな

いことが明らかとなった.前の浸透水の通過後にできた不飽和部分が残ったまま(Fig.l・b)次の

浸透が起こるため，浸透水とフィルターとの聞に空気の封じ込めが起こっている(Fig.l・c).非

常に高い降雨強度(20mm  h.l)を想定した場合でさえも，フィルター直上は周囲よりも乾燥した

状態で平衡となった.したがって，もし吸引判定基準を(hc-hLR) = 0 cmとしていると，浸透水

が到達しているにもかかわらず，いつまでも採水命令が出ないことになってしまう.これらの

ことから，SCFSではフィルターに周囲よりも 5cm程度強めのサクションをかけて採水するこ

とが最良の結果を与えると判断し，砂質土壊においては吸引判定値を(hc-hほ)=・5cmと決定

した.本研究で使用した SFDには4cmの側壁を設けていたが，側壁の高さを変化させても空

気の封じ込めは起こることが示唆された.また，同じ砂質土嬢に対し透水係数の小さいメンプ

レンフィルターを用いると，フィルター直上の水分量が増加することも明らかとなり，土壊や

フィルターの種類に応じて吸引判定値も変更すべきであることが示唆された.

4.おわりに フィルターにサクションをかけて下方浸透水を採取する際，一般にはフィルタ

ー直上のマトリックポテンシャルを周囲の土犠と全く同じになるよう制御する採水基準を考

えやすいが，砂質土犠においては，浸潤前線または排水後退線の移動の結果，不飽和部分がフ

ィノレター直上に取り残される場合があることが明らかとなった.また，土犠とフィノレターの組

み合わせ，あるいはフィルターにかけるサクションの大きさが採水装置周辺の土壊水分に変化

をもたらすため，流線を乱さずに浸透水を採水するには，シミュレーション結果を反映させ.

それぞれの状況に応じた厳密なサクション制御を行う必要があることが明らかとなった.

型星茎盤
東直子・森也寸志・井上光弘.2005.自動サクション制御による不飽和砂質土漉中の下方浸透水採取

装置の開発.土犠の物理性，101.(印刷中)
Higashi， N.， Y. Mori， and M. Inoue. 2005. Measurement of fertilizer leaching台。m root zone using an 

automated in印刷tionsoil water sampler in an unsaturated sandy field. Soil Sci. and Plant Nutr. (投稿中)
V釦 Grinsven，J.J.M.， H.W.G Booltink， C. 0ほ民n，N. van Breemen， N. Bongers，釦dN. Waringa 1988. 

Automated in situ m伺 su問mentof unsaturョtedsoil water f)ux. Soil Sci. Soc. Am. J. 52: 1215・1218.
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コイル型TDR式水分計による風化基岩層内の含水率の針演j

Application of coil-type TDR probe to determining water conte凶 inweathered bedrock 
桂真塩・小杉賢一朗・水山高久

京都大学農学研究科

Abstrad 
基岩内の水移動プロセスを解明するため，コイル型TDR式水分計を作製して風化花開基

岩層内に埋設し，含水率の計測を行った。基岩の含水率は年間を通じて変化量が小さかっ

たが，降雨時には小さな雨量でも上昇した。その上昇幅は土層のそれに匹敵したものの，降

雨終了後には基岩の含水率は急激に低下した。貯留量でも同様の傾向が見られた。以上か

ら，基岩の含水率変動には大間隙の寄与が考えられた。今まで簡易貫入試験によりf基岩J

と定義され，不透水とされた層にも雨水が浸透していることが本研究により明らかになった。

Keywords:含水率，コイル型TDR式水分計，基岩，風化花閥岩

Water content， Coil-type TDR probe， Bedrock， Weathered granite 

1. はじめに

近年の研究により基岩内にも水が浸透していることが明らかになり，基岩内地下水が山地

源流域での水収支や崩嬢発生，河川の水質形成に大きな役割を果たすことが指摘されてい

る。しかし，基岩から流出してきた水に対しては精力的に観測などが行われてきたものの，基

岩層内部での水移動プロセスについてはほとんど明らかにされていない。そとで本研究では，

コイル型TDR式水分計を作製し，風化基岩層内の含水率を計測することを目的とする。

2.コイル型TDR式水分計の概要および観測対象流域

コイル型TDR式水分計の模式図を図 1に示す。窓ピ管内部に同

軸ケーブルを通し，その先端で綿芯とシールドのそれぞれにステン

レスワイヤを接続した。ステンレスワイヤは塩ピ管に開けられた小さな

穴から外に取り出し，お互いに交差しないように塩ピ、管表面をコイノレ

状に巻いた。本研究では 3深度の含水率を計測できるようにするた

め， 4cm間隔でセンサー部を3つ作製した。最後に防水のために窓

ピ管の上端と下端部をシリコンで密閉し，ピニルテープでプローブ全

体を保護した。こうして完成したコイル型 TDR式水分計は， 2.......3本

の金属棒(直径 5.......8mm)から成る従来型TDR式水分計よりもプロ

ープ直径(19mm)が大きいため，風化が進んで構造が脆くなった基

岩層内にも容易に設置することができる。

較正した水分計を，滋賀県の赤壁流域(0.024ha)の基岩内に埋

設した。基岩地質は風化花閥岩で，土嬢一基岩境界面は比較的明

瞭だった。簡易貫入試験により計測した基岩の Nc値は 50以上で，

既往の研究とも一致する。流域内の一地点(土層厚約 50cm)にて，

基岩表面から深度3，7，11 cmの含水率を計調.ljできるように電動ドリ

ルで基岩内に孔を開け，水分計を設置した。さらにその直近で土層

Sili∞nesealanl 

149mm 

A 

S包inlesswire

(O.3mm) 

PVC∞1胴 n

22mm 

× 
42mm 

，、

24mm 

内にも水分計(E鎚 yAG)を設置することで，地表面から深度 10，20， 国 1コイル型TDR式水分

30， 40 cmも含めた含水率プロファイルを 1年間計測した。 置すの様式国
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風化花筒岩からなる基盤層内の飽和・不飽和水分移動の解析
Saturated and unsaturated water flow processes in weathered granilic bedrock 

小杉賢一朗・桂真也・勝山正則・水山高久
京都大学農学研究科

Abstract 
風化花筒岩を母材とする山地小流域(面積240m2

) において，土層と基岩層の圧力水
頭を詳細に計測し，土犠.基岩系における浸透水の挙動を検討すると共に，降雨流出

に及ぼす土層と基岩層の影響について考察を加えた。降雨時の小流域からの総流出量

は常に総雨量の 5%以下であり，多盤の雨水が基岩層に浸透することがわかった。基
岩層内の圧力水頭変化は基岩直上の圧力水頭の変化と良く似たものとなり，土層が厚
い斜面部位の基岩層内では不飽和浸透流が卓越していた。これは，浸潤前線が土層内
を下降する過程で浸透強度が弱められるために土層と基岩の境界に飽和側方流が形
成されないためであり，この様な部位では浸透水が流出に寄与しないことが示された。

Keywords: 斜面水文，降雨浸透，風化花閥岩，テンシオメータ

HiIIslope hydrology， Rainwater infil回 tion，Weathered granite， Tensiometer 
1. はじめに

山地小流域における雨水流出過程に関する研究において，水文学的基礎面よりも下
層へ浸透する成分については，これまで詳細な議論がなされてこなかった。近年流域
最源頭部における詳細な水文観測が精力的に行われるにつれ，基岩層内への浸透及び
そこからの流出が，ハイドログラフの形状，渓流水質，表層崩壊発生に重要な影響を

及ぼす可能性が指摘されるようになってきた。そこで本研究では，山地小流岐におい
てテンシオメーターによる観測を密に行い，基岩の圧力水頭を産接的に計測すること
により，土壌.基岩系の浸透水の挙動を解明することを目的とした。

2. 方法

観測は，滋賀県南西部の田上山地にある桐生水文試験地内の小流域(面積240m2
) 

において行った。小流域は風化花筒岩を母材とし，断面観察と簡易貫入試験の結果は，
土層と風化基岩の関に明確な境界が存在することを示していた(図・1)。水文データ
として，林外雨量と流域下

端に掘削したトレンチか
らの流出量を連統計測し
た。テンシオメータは，流

域谷部の 7地点(図・1のTl

---T7)の土層内と， 3地点
(T3， T5， T6a)の風化基

岩層内に設置した。基岩へ

の設置に際しては，電動式
ハンマードリルで基岩を

掘削して直径 18mmの孔
を空けた後，テンシオメー
タを挿入し，基岩とテンシ
オメータの境界部に不透
水性のセメントもしくは

エポキシ樹脂を充填した。
全てのデータは.10分間隔
で自動計測した。

o 2S 50 
0 ;ikE 

6 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26(m) 

図・1 観測流域谷部の縦断図
Nc値は鮪易貫入試験機の 10cmの貫入に必要となる打
撃数を表す.Tl--nはテンシオメータの設置地点を
表す.
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図-2
雨量 (a)，流量
(b)，土層内の

圧力水頭(c，d)， 
基岩層内の圧力
水頭 (e，r， g) 
の観測結果
図-2c，dのTl-
T7は各観測点の
基岩直上の圧力
水頭値に対応.
図・2e，f， gの括
弧内の数字は，
基岩内の圧力水
頭値の計測深度
(土層と基岩の

境界面からの深
さ)を表す.図
-2e， f， gの灰色
の曲線は，基岩
直上の圧力水頭
値を示してい
る.
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3. 結果
小流域からの流出は，小規模なものを除く降雨イベント時に観測されたが，降雨終

了後 12時間以内には停止し，無降雨時の基底流量は皆無であった(図・2a，b)。何れ

のイベントでも総流出量は総雨量の 5%以下であり，桐生水文試験地全体の年流出率

が40-65%であることと比較して，小流域では雨水の多くが風化基岩内に浸透してい
ることが明らかとなった。 TI-T3の基岩直上の圧力水頭は，土層が薄い(図・1)こ

とを反映して降雨に対して鋭敏に反応し，頻繁に正圧を示した(図ー2c)。一方，土層
が比較的厚いT4-T7の基岩直上の圧力水頭は，より緩やかな反応を示した(図・2d)。
基岩層内の圧力水頭変化は基岩直上の圧力水頭の変化と良く似たものとなり(図・2e
-g)，土層内の浸透過程が基岩層内の浸透水の挙動に大きく影響していることがわか
った。土層が薄い T3では，基岩層内の圧力水頭も降雨に敏感に反応しており，規模

の大きな降雨時には飽和流が発生していた。一方，小規模降雨時や無降雨時には不飽
和浸透流が起きていた(図・2e)。土層厚の大きな T5では，基岩層内は常に不飽和で
あり，不飽和浸透流が卓越していた(図・20。このように土層厚が大きい斜面部位で
は，浸潤前線が土層内を下降する過程で浸透強度が弱められるために土層と基岩の境
界に飽和側方流が形成されず，浸透水が小流域の流出に寄与しないことが示された。
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Oecomposition and Nitrogen Mineralizatlon of Some Crop And Plant Biomass 

Eusu伝説 MoniruzzamanKhan1， Maeda Takeki2， Ka1sumi F叫ii3

1) Uni1ed Graduate School of Agricultural Sciences， Iwa1e Unive陪 ity，Japan 
2) Faculty of Agricullure， Iwa1e University， Japan 
3) Faculty of Agriculture， Iwa1e University， Japan 

Abstract 
11 is essential 10 know the decomposition and nutrient release pattern of added biomass and 

their interaction with soil physical and chemical prope凶esto obtain a proper management 
s協同yfor sustainable agricullure. Thus we are studying a field experiment to quantify the 
decomposition pa抗.ernof rice straw， sawdust and ∞mpost with minimum tillage in∞mpletely 
randomized blocks amended wilh plant residues and compost in andisol with three different 

application rates. 

Keywords: Blomass， Oecomposltlon， N・mlneralizatlon，aggregate s旬bility，aggregate size 
dlstributlon 

1. INTRODUCTION 
Applぬationof organic materials to agricultural soil (with or without chemical fertilizers) is 
important for replenishing the annual C losses and for improving Physical， chemical and 
biologi伺 Iproperties of the soils (Goyal et al.， 1999). Thus the objectives of our study are: 

1) T 0 quantify the decomposition pattem by obtainlng decomposition indices of rice. straw， 
sawdust and compost in arable soils 

2) To investigate the Nitrogen mineralization and immobilization with the ease of 
decomposition 

3) To prepare indices of soil aggregate stability and aggregate size distribution with the 
ease of decomposition 

3. MATERIALS AND METHODS 

3.1 Field Experiment 
The study area is located in northerh part of Japan. Approximately 9m x 11 m arable grassland 
is divided into 12 randomized blocks. At 10%， 20% and 30% of apparent soil volume， rice straw， 
sawdust and ∞mpost is mixed wilh soil and ploughed with a roto-tiller upto top 15-cm in 9 
悶 ndomblocks. Three splits plot is kept as∞ntrol. Soil moisture and temperature will be 
re∞rded with a data logging system. 

Sawdust90 Compost60 Straw 30 litter 
litter (30% of Ii陶r(20% of Control (10% of 
apparent soil apparent soil apparent soil 

volume) volume Data volume) 
Sawdust30 logging Straw 60 litter Compost90 

Control litter (10% of system (20% of litter (30% ot 
一 apparentsoil (For soil apparent soil apparent soil 

volume) temp. & volume) volume) 
Compost30 Straw 90 litter moisture Sawdust30 
litter (10% of (30% of litter (10% of Control 
apparent soil apparent soll apparent soil 
volume) volume) volume) 

Figure: 1 Field layout of biomass incorporation in complete randomized blocks 
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3.2 Soil analysis (Chemical Properties) 
C， N， OM， VM of the biomass are determined . Mineral N ( NH.. + -N and NO、-N+NO・2-N)will

be determined by the steam distillation method using a 50il : KCI solution of 1 :2.5. Net N 
mineralization/nitrification will be measured followed by the method M.I. Khalil et al.， (2005). 
5tandard laboratory methods will be followed to determine the other prope出es.

3.3 Soil analysis (Physical properties) 
Infiltration will be measured at every 3 months interval (Litterbag sampling dates) with a tension 
infiltrometer at -2， -4 and -6 cm water supply potentials. Hydraulic conductivity and penetration 

resistance (PR) will be measured at the litterbag sampling dates. 50il samples will be collected 
from uppermost 5cm of each plot at every 3 months interval to measure gravimet吋cwater 
content， aggregate stability (Nimmo and Perkins， 2002) and water stable aggregate size 
distribution (Nimmo and Perkins， 2002). 

3.4 Litterbag experiment 

Fine mesh litterbags (0.25mm) are buried 5・cmbellow topsoil in three homogenious plot. Each 
litter bag contains ca. 2g of biomass. Biomass decomposition will be studied for 12 months by 
recording changes in Ii伐erweights and chemical characteristics. A total 120 (3 biomass type x 3 
plot type 1 litte巾agtypes x 3 repli伺 tionsx 4 sampling date and 12 litter bags in a∞ntrol plot) 
are placed in three complete randomized blocks. Every three months 30 litter bags ( 3 biomass 
types x 1 Iitterbag type x 3 plot type x 3 replications and 3 from control plot) will be retrieved and 
analyzed for change in weight and chemical characteristics. Initial conωntration of C， N， DM， are 
determined. The biochemical components (Iignin， polyphenol) will be determined by the Van 
Soast (1963) method. The ash-free dry mass of each sample will be determined toωIculate 
decomposition rate. 

FUTURE 5PECULA TION5 

The decomposition rate will vary Compost>5traw>5awdust as C/N ratio is wider for 5traw and 
sawdust than for compost. Although， de∞mposition does not only depend on C/N ratio. It is also 
depends on the re側 citrentcomponents ( Lignin， phenoliω). The decomposer ∞mmunityand 
soil micro-climate have also a strong influence on decomposition of biomass. Agricultural 
residues during the ease of decomposition will have certain effect on soil physical properties by 
releasing labile (伺巾ohydrate)components. Decomposition rate will be calculated by the weight 
change in the fine mesh litterbag (0.25mm) plaωd in three split plots. Temporal changes of 
Infiltration and hydraulic conductivity will be measured with the ease of decomposition. The N・

mineralization and net-immobilization or denitri自制ionwill be measured to quantify the quality of 
the organic matter. 5imple exponential decay function will be fitted to calculate the 
decomposition rate constant (k). Biomass Decomposition Index (BDりwillbe proposed for each 
organic materials， that could predict the decomposition rate constant (k)， N-mineralization， 
nitrification， as well as infiltration and hydraulic conductivity. Qualitative indices with the 
de∞mposition rate will also be proposed for soil aggregate stability and aggregate size 
distribution. Thus， we are expecting to prepare a index for decomposition rate constant of these 
biomass and to quantify the changeslimproves on soil physical prope州es.
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PCR・DGGE法による耐乾性蜜索固定菌類の探索
PCR-DGGE study on drougbt-tolerant nitrogen-fixing microorganisms in soils 

末継淳
鳥取大学乾燥地研究センター

Abstract 
乾燥地・半乾燥地における生物生産活動を持続し、土壌侵食による急速な砂漠化の

進行を抑えるためには、マメ科植物による裸地面の被覆や土壌窒素量の維持などが重
要である。本研究では、蒸気圧法に基づいた極限的な乾燥領場(水分活性0.11--0.75)
でのインキュベーションを行い、 PCR・DGGE(Polymerase Chain Reaction-Denaturing 
Gradient Gel Electrophoresis)法によって nifH遺伝子を標的とした窒素国定菌類の探索
を行った。その結果、水分活性 0.11でも DGGEの強いバンドが検出され、窒素固定
菌類が残留する可能性が示唆された。

キーワード:PCR・DGGE法、耐乾性、窒素固定、土壊微生物、分子生態学
Keywords : PCR・DGGE，drought-tolerance. nitrogen-fixation. soil microorganisms. 

molecular ecology 
はじめに
有機物の分解に基づく微生物の生育可能水分が、土壌の孔隙構造モデルなどによっ

て普遍的に予測される (rf.Whitmore and Heinen， 1999)のに対して、休眠細胞の形成
による耐乾性の基準を、微生物相のすべての属・種に対して一度に判定し、土嬢環境
との関係を研究することは困難であった。このため、耐乾性窒素固定菌類を効率的に
探索し、砂漠化防止に安定的に利用することも困難であった。しかし、 PCR・DGGE
法 (rf.Muyzer et a1.， 1993)などの分子生態学的手法では、特定の遺伝子を持つ生物の
塩基配列の変異を視覚的に検出できるため、窒素固定遺伝子を持った多数の微生物を
簡易に検出できる可能性がある。そこで本研究では、極限的な乾燥環境(水分活性0.11
-0.75)で生存可能な窒素固定菌類を、蒸気圧法に基づいたインキュベーションと
PCR・DGGE法による窒素固定遺伝子の増幅・分離によって検出可能か検証した。
方法

問欠滅菌 (121t・20分を 1日おきに 3回)した鳥取砂丘砂と下水汚泥コンポスト
(エコンポ A、東邦レオ(株))を用いてインキュベーション実験を行った。下水汚

泥コンポストは 303K、水分活性0.8で 1週間予備培養したものを用いた。実験系は、
(1)鳥取砂丘砂、 (2)鳥取砂丘砂+10%下水汚泥コンポスト、 (3)下水汚泥コンポストの 3
種類とした。インキュベーションは、温度 303K、水分活性aw (0.11、0.33、0.75)、
光強度 10000lux(照射時間 12h/day)で4週間行った。水分活性の調整には、 NaCI、
MgCh、LiCIの飽和極溶液をそれぞれ用いた。

インキュベーション試料から、 PowerSoilDNA Ex凶 ctionkit (MO Bio Laboratories， 
Inc.)を用いて DNAを抽出し、 260nmの吸光度によって DNA濃度を簡易定量した。
PCRには、 nitro抑制 reductaseをコードする nifH遺伝子のアミノ酸配列に基づく

degenerateプライマー (Uedaet a1.，1995)を用いた。 Forwardプライマーの 5明，IJには、
DGGEのために 40塩基の GCクランプ (Muyzeret al.. 1993) を付加した。 PCR反応
には、 GoTaqGreen Master Mix (Promega Inc.)を用い、サーマルサイクラー((株)ア
ステック)で初期変性9SOC2分の後、変性9SOC1分→アニーリング SOtl分→伸長反
応 72tl分を SOサイクル繰り返した後、 nOCs分間の伸長反応を行った。

DGGEは、 7M尿素・ 40%フォルムアミドによる変性剤濃度勾配を 20--80%とした
8%ポリアクリルアミドゲル(アクリル:ヒ・ス比=37:1)で行った。電気泳動装置は恒
温装置付のスラプゲル泳動装置(アトー(株))で、 60tの TAEバッファー (40mM
Tris-Acetate. lmM EDTA)中のゲルにstAの試料を添加し、 100V定圧で 8S分間電気
泳動した。泳動後のゲルは EtBr入り (0.5mgIL)の TAEバッファーで 20分間以上染
色し、 312nmのトランスイルミネーター(アトー(株))中で蛍光画像を取得した。

-80ー



第47国土壇物理学会シンポジウム(2005)

①定圧電源、②泳動槽

③熱交換器、④恒温水槽
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Sample a_= 0.75 a_= 0.33 a_= 0.11 

sand 1.2 3.6 1.1 

sand+sludge 8.8 15.5 10.3 

sludge 23.6 15.4 14.1 
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メタン発酵消化液の性状が施用時のアンモニア揮散に及ぼす影響

Effect of properties of anaerobically-digested cattle slurry on NH3 volatilization with surfac.e application 

亀山幸司・凌祥之

独立行政法人農業工学研究所

Ab償却t:メタン発酵消化液の性状の相違が地表胞用時のNH3NlI肢に及ぼす影響を明らかにするた

め，乳牛糞尿を原料とするメタン発酵プラントから採取した消化液の性状の分析，消化液を黒ポ

ク土に施用した場合の NH)揮散量の測定を行った.その結果，施用直後の NH3棒散に対して消化

液中のNH/-N含盆の相違が他の性状の相違よりも大きく影響を与えていると推定された.

KeyWord:アンモニア抑散，メタン発酵，消化液，家畜糞尿，黒ポク土

1.はじめに 地表施用時のNH3揮散に影響を与えると考え

近年，本州以南においても家畜糞尿を主原料 られている固形分割合.pH. N~+-N 含量，固

とするメタン姥酵プラントの建設が行われてい 転粘度計による粘度の測定を行った.

る.しかし，プラント近隣にメタン発酵残浩を ② NH)揮倣抵の測定 (Fig.1) 

還元するための十分な農地がないため，消化液 供試土犠は成業工学研究所畑地織瓶実験回場

の浄化処理が不可欠となり，浄化処理費がプラ の地表0・10cmから採土し.2mm簡を通過した

ント支出の大部分を占めるような現状となって ものを用いた(含水比:0.471) .供試土境を乾

いる.このため，このような地域では，耕種農 燥密度約 0.70g cm・3で5つの円筒カラムに 12

家によるメタン発酵消化液の液肥利用の促進が cm充填し，各消化液を無機態窒素 (NH.++N03・)

求められている.一方，消化液を地表施用する で 10g m.2 に相当する量で各カラムに施用した

場合には殆ど例外なく土犠からNH3が揮散する. (1つはプランクとした).消化液施用後，各カ

NH)揮散は，悪臭問題を発生させるだけでなく， ラムにチャンパーを載せ，吸引速度 8Lmin.tで

土壊から主要な肥料成分である窒素を損失させ，股引を開始した.栂散したNH)は0.01M-H2S04 

周辺環境の酸性化に影響する. 溶液 100mLを用いて捕集し，溶液中のNH.+浪

そこで，本研究は本州以南の黒ポク土畑に消 度の分析結果からNH3抑散量を算出した.なお，

化液を地表施用する場合において.NH)抑倣を 測定は5日間行った.

効率的に抑制する手法を解明するための予備的

研究として，メタン発酵消化液の性状の相違が

地表施用時のNH)揮散量に及ぼす影響を明らか

にすることを目的とした.

2.方法

メタン発酵消化液の性状と地表施用時のNH3

揮散量との関係を明らかにするため，北海道足

寄町，士幌町，上士幌町に位置するメタン発酵 Fig.l祭殿益置の篠崎園

プラント(原料は乳牛糞尿)から採取した消化 3.結果および考察

①メタン発酵消化液の性状

a Lmln'・

液を用いて，以下の実験を行った.

①メタン発酵消化液の性状の分析 消化液を採取したプラントは全て個別農家型

-82-



第 47回 土塩物理学会シンポジウム(2005)

であり，粗大な爽雑物については前処理段階で 散による土壌からの窒素損失率を Fig.4に示し

概ね除去されていた.各消化液の由形分割合， た.施用した無機態窒素盈に対して 40.......50%が

pH， NIL.七N含量を Table1に，回転粘度計によ 5日間で土壊から揮散し，そのうち 70.......80%が

る粘度の測定結果を Fig.2に示した.士幌町の 施用後の 24時間で揮散した.このため，施用直

メタン発酵プラントから採取された消化液の国 後の揮散を抑えることが箪要と考えられた.

形物割合， NH/-N含量，粘度は他の消化液より ，.... 1200 

も大きく，特に粘度に関しては見かけ粘度が他 i 1000 

の消化液よりも iオーダー大きい結果となった. g soo 
g 

S 600 
百
宮 400
0 

':r.~ 200 
z 

Tablc 1 各消化濃の図形物割合.pH. NH;-N含量

縁取鋼所 鍵E事方式 TS<8kg'り pH NH..N(gkg'l) 

士銀 ゅll，u軍隊 93.9 7.4S 2.67 

定軍事 ゆ温鍵E事 40.2 7.70 2.19 

足寄 高話u軍隊 39.S 7.97 1.98 

よ士銀 高温9電磁 48.7 7.80 1.91 
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②悶3揮散量

各消化液を地表施用した場合のNH)揮散フラ

ックスの経時変化 (24時間目まで)を Fig.3に
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Fig.4アンモヱア鰐散に伴う土18からの窪索続失$

4.おわりに

示した.施用直後の NH3揮散フラックスの大き 性状が異なる消化液を施用した場合，施用車

さは，士幌>足寄(中温)>足寄・(高温) >上 後の NH)探散フラックスが異なり，消化液中の

士幌の順となり， Table 1 ，こ示した NH/-N含量 NH4+-N含量の相違が他の性状の相違よりも大

の大きさの順と一致した.各消化液の pHには きく影響を与えていると考えられた.

大きな違いが見られないため，消化液中の 一方，施用した無機態窒素量に対して 40...... 

NH/-N含量の違いが施用直後の NH3抑散に大 50 %が 5日間で土境から揮散した.このため，

きく影響していると考えられた.一方，固形物 臭気を抑制するためだけでなく，良好な施肥殺

害j合，粘度が大きい場合，土壌への消化液の浸 針を行うためにも， NH)揮散を抑制する施用方

透が抑制されるため， NH3揮散量の増大に影響 法の確立が重要と考えられた.

すると想定される.このため，士幌において施 5.謝辞

用直後の揮散フラックスが大きいのは， TS濃度 実験に供試したメタン発酵消化液は，士幌町，

や粘度が高いことも一つの要因と考えられる. 荏原製作所，栗本鍛工所からご提供頂いた.記

次に，各消化液を地表施用した場合のNH3揮 して感踏の意を申し上げる.
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湛水土壌面における窒素除去理論の構築へ
To Construct the Theory for Nitrate Removal in Submerged Soi) 

回初j 俊雄・
*無所属、元東京大学農学部教授

Abs釘act
硝酸性窒素汚染防止のために水田など湛水土壌系での窒素除去機能が着目されているが、そ

の理論的解析は遅れている。筆者は窒素除去の基本式として濃度比例式を提起し解析を進めて

きたが、その今までの足取りを紹介し、今後の理論構築への一助としたい。

キーワード:硝酸性窒素除去、水田、湛水土壊、脱窒

Nitrate removal. Paddy field， Submerged soil， Denitrification 
1 .はじめに
肥料や畜産糞尿起源、による高濃度の

硝酸性窒素汚染水の濃度を低下させる
ために、水田や湿地での窒素除去機能
が着目されているが、その理論化は遅
れている。筆者はその理論構築を試み
ているが、画場での窒素除去に係わる
要因が複雑なので容易ではない。しか
し理論化しなければ、要因解析も進ま
ず、新しい展開も期待できない。
2.窒素除去量の表示法
まず最初に湛水土壌面での窒素除去

量をどのような単位で表示するかが問
題であった。当初は供給窒素量の何%
が除去されたかを表す「除去率表示j

が使われていた。この表示は汚水処理
などで使われているが、これでは異な
った条件下で測定された他のデータと
の比較もできないし、理論解析は不可
能であった。微生物学分野で使われて
いる f土壌 1 g当たりの除去量j によ
る表示があったが、湛水面積当たりの
表示には不適切であった。現在は「湛
水面積 1m1当たりの除去量jで表示し、
除去速度と呼ばれている。

面積当たりの除去最 rg. m沿っが
成り立つためには、 a)除去量が湛水面
積に比例すること、 b)除去量が土嬢厚
さに左右されないこと、 c}_水深に関係
しないことを証明する必要があった。
筆者らは aとbについては室内実験

で証明した九また平野らもその後同
じ試験を行ったへしかし同じ試験区
(茨城県阿見町谷津田)の土壌を用い

て行われており、異種の土壌では未だ

検証されていない。
3.各地の画場での除去量実測
湿地・水田などで多くの研究者によ

り実測が行われているが、それらを整
理して除去速度 R (g. m'2d")が供給
水濃度 Xo.(mg. L ")にほぼ比例する
ことを示したれ川)。その比例係数は約

0.01であった。
R~ O.OlXo (1) 

4.窒素除去基本式(濃度比例式)
R = a • X (2) 

R，窒素除去速度(匂g.m勺
aι;除去係数 (m • d"勺) 

X;湛水中硝酸性窒素濃度 {mg'L勺
筆者は室内暗所実験から上記の濃度

比例式を近似式として 1987年に提起し
たヘしかし未だ第 3者によって検証
されていない。その他の式も提起され
ていない。色々の式が提起され検討さ
れても良いのではないだろうか。
5.画場での長期試験
休耕回に無植生区、水稲区、雑草区、

遮光区を設け、高濃度の硝酸性窒素を
含む湧水を連続的に流下させて 10年以
.上の長期にわたって窒素除去機能を測
定した。その結果、水温や植生、有機
物や光条件との関連や除去機能の持続
性が明らかになつた 4，ム釧ι

この試験区の土壌によるポツト試験
で稲の影響が調ベられたヘ
6.除去係数aへの影響要因
除去係数には色々の要因があるが、

第一に水温の影響が室内暗所実験で調
べられ (10く Tく 40t)、水温Tの二
次式で示されたヘ
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a = 0.000011ず+0.005 (3) 
20tでは 0.0094である。

除去係数 aの土壌による違いでは、
八郎潟の水田土壌の値は 0.009で上記
試験問と同じであったが、ハス田土嬢
では 0.014と大きく、陸田土壌では
0.001と小さかった め。志村は中国地方
の土壌で農業再生紙を投与した試験を
行ったが、水田土壌で紙無しで 0.007、
紙有りで0.011であった。

黒田は表層 1 cm厚ごとに採取した
土壌で試験を行ったが、遮光区土壊の
除去機能が小さく、有機物量が影響し
ていたへ圃場試験でも有機物量が窒
素除去に大きく関与することが示され
問、藻類の生育や光条件さらに植生、
生物要因が係わるとみられる。平野は
明暗の光条件が除去係数に与える影響
を室内実験で調べているへ
7.湛水貯留状態の濃度低下式
潜水貯留状態に濃度比例式を適用し

て微分方程式を解けば、湛水中の濃度
Xtの時間低下は次式で表される九
Xt = Xo・exp(-at / H) (4) 

Xo:初期濃度、 H:水深 (m)
時期~ tと濃度Xは片対数グラフ上で直
線になる。この直線性が濃度比例式の
適用性の指標になる。

(4)式から除去係数aは
a = (H1t)・log(Xo / Xt) (5) 

8.流下過程への適用
流下過程に濃度比例式を適用すると、

次式が求まる。この式が流下過程での
濃度低下を表す式になるが、流量が流
下過程で変化しない条件が必要である。
xx = Xo・exp(a' x / q・L) (6) 

Xx;流下距雌xの位置の濃度
Xo;流入水の濃度

ここで q= Q/ A (m' d・1)流量負荷、
.Q;流入水量 (m3.ι1)、A;湛水面積

(m2)、L;流下区の長さ (m)。
(6)式で x= L とおくと流出水の浪度
XLが求まる。

XL = Xo・exp(a / q) (7) 

流下過程での窒素除去速度 Rは
R = q (Xo -Xt) 
= q • Xo ( 1 - exp (alq)) (8) 

流出水濃度 XLや除去速度 Rには流入
水濃度 Xoや除去係数 aの他に流量負
荷 qが影響することが浮かび上がった。

屋外試験区での流下過程での濃度低
下が(6)式で表されるかどうかを休耕回
試験区で調べたところ、濃度低下は指
数曲線よりは直線的であったへその
原因は流下過程において除去係数 aが
一定でないことにあり、それは流下過
程で水温や有機物量が変化するためと
みられた。

さらに流量負荷 qを変化させて、 XL
やRがどう変化するかを調べた。その
結果は上記の式がほぼ妥当であること
を示した 1ヘしかし圃場では水温や有
機物量などが流下過程で一定でないの
で厳密な実証は難しい。

これにより、流下過程での濃度低下
や除去速度がある程度計算できるので、
窒素除去ゾーンの流下距離(幅)や面
積、流量などの設計への道が少し見え
てきたといえよう。
9.窒素流出モデルへの適用
台地ー水田の地形連鎖の中で上記窒

素除去式を組み込んだモデルが作られ、
流出水の窒素濃度の計算値と実測値と
の比較が行われた問。
以上述べたように不解明の点が多く

残っている。多くの研究者による各種
土壌での適用試験や検証を期待したい。
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