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要旨 

テキサスの中央に位置するカルスト地形では，土壌中に石礫含量の占める割合が高く，土壌保

水量の低減や木の根の伸長が抑制される．このような環境生態系の水循環の解明には課題が多く，

石礫含量を考慮した土壌水分量の観測や石礫分布による土壌水分量の空間変動性の解明が重要で

ある．本研究では，中性子水分計とガンマー線法を併用して，カルスト地形における土壌水分量

の空間変動性の解析を行った． 
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1.はじめに 

テキサスのカルスト地形では，草地に低木林が侵入して環境生態系に変化が生じるにつれ

て，低木林による蒸発散の増大がもたらす地下水量涵養の減少が懸念されている．土中の貯

水量を定量化が重要であるが，深さ 20cm 程度の浅い表層下には石礫土壌が分布しているた

めに近年に広く使用される土壌水分センサー（例えば，TDR センサーなど）の埋設は困難で

ある．Tokumoto et al. (2012)は，中性子水分計とガンマー線法を併用することで，土中の石

礫含量を考慮した土壌水分量(θ)の観測に成功した．本研究では，Tokumoto et al. (2012)が
考案した中性子水分計とガンマー線法の校正式に基づき，カルスト地形におけるθの空間変

動性を明らかにするとともに，θサンプル数と許容誤差の関係を検討した． 
２．方法 

実験圃場は，テキサス州立大学が所有する牧草地であり，牧草地の約 50％は低木林が占め

る．土壌は，石礫を多く含む粘土質ロームであり，土壌深さ 0.2～1m まではチャート岩石, 1
～1.5m までは石灰石が分布する．圃場には，25m × 25m (5m 間隔)のθ 測定の区画を設けて，

36 個の格子点に中空アクセス管を深さ 1.6m まで埋設した．中空アクセス管と掘削孔の

1.9cm の隙間は，膨潤性ポリウレタン発泡剤で密封した(Tokumoto et al., 2011)．中性子水

分計とガンマー線法を用いて，土壌表層から深さ 20cm 毎のθ と湿潤密度(ρwet)を測定した．

実験は，2009 年 6 月から 2010 年 12 月まで実施した． 
３．結果と考察 

Fig.1 は， ガンマー線法で求めたρwet と中性子水分計で測定したθ 分布に基づいて推定し

た, 間隙率(ρo)の分布である．石礫含量が比較的低い深さ 0.6 m までのρo は 0.4 m3 m-3 程度

と高く，土壌の貯水量が高かった(Fig. 1a)．2009 年 8 月は，およそ 2 年間における干ばつが

終わる時期であった．根による吸水によって土壌表層のθは低く，1m 以深において石礫含

量が高いためにθ はさらに低く，石礫含量が反映されたθの空間変動性が観察された(Fig. 1b)．
一方，2009 年の冬季には過去 30 年の平均降水量 100mm を上回る 459mm の降雨イベントが

あり，深さ 1m まで選択的な水流れが生じた（Fig. 1c）．このような高いθ 空間変動性の評
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価には，土中貯水量の無作為採取サンプル数(n)と許容誤差(E)の関係が重要となる． 
E (%) = ta· CV ⁄ n 0.5             [1] 

ここで，ta は t 分布の t 値（信頼区間 95%），CV は変動係数である．[1]式を用いて計算

した土中貯水量の n と E の関係では，n＜5 の場合，E＞15%になることが明らかになった(Fig. 

2)．本研究で使用した 36 地点におけるθ分布の観測は，E が 5%以下となり，土中貯水量の

時空間変動の解析に極めて有用な知見であると考えられた．  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig.1 Three dimensional map of (a) porosity (ρο), (b) water content (θ) on July 1st, 2009, and (c) θ 
profiles at a depth of 0.2, 0.6, 1.0 and 1.4 m on February 28th, 2010. 

Fig. 2 Margin of error in estimating mean water 
storage in the measurement grid as a function of 
number measurement locations. 
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