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要旨 (Abstract)；   

微小重力下における多孔質体中の水分移動のメカニズムを明らかにするため、表面張力の変化が

水平浸潤速度に与える影響を評価した。表面張力の低下により毛管力が小さくなるため、浸潤速

度が低下することが示された。 
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1.はじめに（ゴシック、10.5P,アンダーライン）	 

宇宙空間で植物を育てる宇宙農業の実現の

ために、微小重力下における多孔質媒体中の水

分移動のメカニズムの理解が必要とされてい

る。地上において水分は、不飽和多孔質体中を

ポテンシャルが高い方から低い方へと移動す

る事が知られている。微小重力下においては、

これまで、重力勾配が無いため、マトリックポ

テンシャルが高い方から低い方に水分が移動

すると考えられてきた。ところが近年行われた

実験[1][2][3]から、微小重力下において水分は体

積含水率の勾配に従った移動をしない可能性

が指摘されている。この事から、微小重力下で

は多孔質体中において、体積含水率が変化して

もマトリックポテンシャルが変化しない事が

予想される。我々はその要因が毛管力にあるの

ではないかと考えた。微小重力下における毛管

力の変化を確かめるために、微小重力実験を行

う必要があるが、その予備実験として重力勾配

以外の環境要因の変化が多孔質体中の水分の

移動に与える影響を確かめる必要がある。微小

重力実験、特に航空機実験において変化する環

境要因として挙げられるのは、重力勾配以外に、

気圧や温度、そして液体の表面張力である。本

研究ではこのうち、液体の表面張力の大きさの

変化が浸潤に与える影響を評価する事を目的

として、エタノール水溶液を用いて水平浸潤試

験を行い、浸潤距離と浸潤速度を評価した。 
２．実験方法	 

(1) 試料の準備 
実験試料として豊浦砂を用いた。豊浦砂は炉

乾後、デシケーター内で室温まで冷ましたもの

を使用した。また、浸潤溶液には、濃度 0, 0.4 
(m3/m3)エタノール水溶液を用いた。各水溶液
における密度と表面張力を、表-1に示す。 
表-1 20℃におけるエタノール水溶液の密度と表面

張力 [4] 

(2) 水平浸潤試験 
内径 2.4cm、幅 1cm のアクリルカラムを 40
個連結し、試料を 1.55(Mg/m3)で充填した。こ
のカラムを水平に設置した。カラムの一方から

マリオット管を用いて水頭差を与えず給水を

行った。もう一方は大気に解放した。浸潤が開

始してから 15 分間給水を行った。浸潤開始か
ら 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15分後に浸潤距離を記録
し浸潤速度を計算した。15分後給水を止め、直
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ちにカラムを分解し、各カラムの水分量を測定

し水分分布曲線を求めた。浸潤溶液のエタノー

ル濃度を変え同様の実験を行い、浸潤速度、水

分分布曲線を求めた。 
３．結果と考察 
(1)浸潤速度 

Fig.1 は浸潤開始からの経過時間の二乗根と
浸潤距離の関係を示したものである。 
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Fig 1	 エタノール濃度を変化させた時の (浸潤時

間 t)1/2と浸潤距離 x の関係  

この結果からエタノール濃度の増加により、

浸潤速度が低下する事が確かめられた。この原

因は、表面張力の低下による毛管力の減少によ

るものと考えられる。 
毛管上昇高は式-1により求められる[5]。 

ℎ = 2σ
γρ! 

 

表-1 に示される値を用いて計算すると、濃度
0.4(m3/m3)のエタノール水溶液を用いた時の毛
管上昇高は、純水を用いたときの 0.439倍とな
る。この事から毛管力の変化が浸潤速度に大き

な影響を与える事が示唆された。 
(2)浸潤距離 

Fig.2は 15分間浸潤させたあとの水分分布曲
線である。濃度 0.4(m3/m3)エタノール水溶液で
は浸潤前線が距離 18.5cm から 20.5cm の間に
はっきりと現れているのに対して、純水では浸

潤前線が距離 24.5cm から 33.5cm とあいまい

であった。また、純水に比べて濃度 0.4(m3/m3)
エタノール水溶液では、浸潤前線よりも水源側

の体積含水率が距離の増加に従って小さくな

っていく傾向が見られた。これは、水源から離

れると土壌が飽和に至りづらくなる事を示し

ている。 
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Fig 2	 浸潤終了後の水分分布曲線  

４．おわりに 
本研究により、表面張力の低下により毛管

力が小さくなると浸潤速度が低下すること、

エタノール水溶液を用いた水平浸潤では水

源から離れるほど土壌が飽和に至りづらく

なる事が示された。今後、液体の表面張力以

外の環境要因（気圧、温度）が変化した場合

の浸潤速度に対する影響を確認した後、微小

重力下における土中の水分の挙動を明らか

にしていく必要がある。 
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式-1 

h:毛管上昇高(cm)	 σ:表面張力(N/m)	 γ:毛管半径

(cm)	 ρ:液体の密度(Mg/m3)	 g:重力加速度(m/s2) 


