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要旨(Abstract) 

人工的に作成した球形の大土塊（直径約 3 cm）と小土塊（直径約 1 cm）を規則的に充填した

土塊層からの蒸発実験を行った．その結果，作土が十分乾燥したのちには大土塊を充填したポッ

トの方が小土塊を充填したポットと比べて，各深さの水分量が少なくなった．その一方で蒸発量

は多くなった．この結果から各ポットの見かけの拡散係数を求めたところ，大土塊ポットでは分

子拡散係数の約 7 倍，小土塊ポットでは約 4 倍となっていた． 
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1.はじめに 

水田から転換初年目の粘土質転換畑では耕

耘でセンチメートルスケールの土塊が形成さ

れ，播種期に作土層で過乾燥が生じやすいこ

とが問題となっている（高橋ら 2008）．その

原因として，土塊土壌では土塊間の接点で液

状水移動が制限されることに加え，土塊間の

粗大間隙を通して水蒸気移動が促進されるこ

とが挙げられる．本研究では人工的に作成し

た径の異なる球形の土塊を規則的に充填した

ポットを用いた蒸発実験を行うことで，土塊

径の違いが土塊土壌の水分分布，蒸発量と見

かけの拡散係数に与える影響を調べた． 

2.方法 

(1)土壌試料 粘土質でつぶれにくい試料とし

て，Na ベントナイト 20%，Ca ベントナイト

20%に砂 60%を混ぜたものを用いた．耕耘直後

の水分状態を想定して含水比を 0.4（サクショ

ン 1.3×103 cmH2O）とし，球状で直径約 3 cm の

大土塊と直径約 1 cm の小土塊に整形した． 

(2)実験装置 大土塊を充填したポット 2 基（大

土塊①・②：直径 15.3 cm），小土塊を充填した

ポット 2 基（小土塊①・②：直径 7.1 cm）を用

いた．水中充填した砂の上に深さ 13 cm まで土

塊を充填し，土塊層の下端に-18 cmH2O の負圧

がかかるよう地下水面を設定した．また，別途

ポテンシャル蒸発測定用のポット 2 基を設け

た．実験は昼 30℃，夜 25℃，相対湿度 60%の

温室で，日射が均一に当たるようにポットをタ

ーンテーブルにのせ回転させながら行った． 

(3)土塊の充填 大土塊ポットでは 19 個/段で

5 段，小土塊ポットでは 38 個/段で 14 段を規

則的に充填した．大土塊，小土塊ポットの乾

燥密度はそれぞれ 0.70，0.67 g/cm3で違いはほ

とんどなかった． 

(4)測定項目 測定項目は①蒸発量，②ポット

への水供給量と③準定常状態に達した 29 日経

過後の水分分布である．さらにこの結果から

各ポットの④見かけの拡散係数を求めた．①

蒸発量と②ポットへの水供給量は，1～3 日お

きにポットとマリオット管の重量を測定して

求めた．③水分分布は大土塊ポットでは土塊

1 段ごとの含水比（上から 4 段目のみ上下に

分割），小土塊ポットでは 1 cm ずつ層ごとの

含水比を求めた．④見かけの拡散係数は，乾

燥層形成時の蒸発量推定モデル（片岡・塩沢 

1998）より求めた． 

 (1) 

ただし， ：蒸発量（mm s-1）， ：大気と地



表面の間の乱流拡散係数（mm s-1）， ：乾燥

層の厚さ（mm）， ：土塊土壌の見かけの拡

散係数（mm2 s-1）， ：乾燥層底部の水蒸気濃

度（m3 m-3）， ：大気中の水蒸気濃度（m3 m-

3）である．このうち，蒸発量 には水分分布

測定日の日蒸発量を，乱流拡散係数 にはポ

テンシャル蒸発測定用ポットの蒸発量から求

めた値を用いた．乾燥層を相対湿度が 1 を下

回る土層と定義し，水分特性曲線と Kelvin の

式から水分分布を相対湿度分布に変換するこ

とでその厚さ を求めた．乾燥層底部と大気

中の水蒸気濃度 ， は，それぞれ日平均気

温における飽和水蒸気濃度と，相対湿度 60%

のときの水蒸気濃度を用いた．このようにし

て求めた見かけの拡散係数 の大きさを，大

気中の分子拡散係数に気相率と屈曲度 2/3

（Penman 1940）をかけることで求めた土塊土

壌の分子拡散係数 の大きさと比較した． 

3.結果と考察 

ポットへの水供給量はいずれのポットでも

蒸発量と比べて少なく，蒸発量は実験期間を通

して小土塊ポットに比べ大土塊ポットの方が

多かった（Fig. 1）．実験開始 29 日目で準定常

状態に達した時の水分分布は，ほとんどの深さ

で大土塊ポットの方が小土塊ポットに比べて

水分量が少なくなった（Fig. 2）．また，上下に

分割した大土塊ポットの上から 4 段目の土塊

内の水分勾配は，3 または 5 段目の土塊との水

分勾配に比べて小さく，土塊間の接点が液状水

移動を制限していた．大土塊ポットの見かけの

拡散係数 は分子拡散係数 の約 7 倍，小土

塊ポットの見かけの拡散係数 は分子拡散係

数 の約 4 倍であった（Fig. 3）．この原因とし

て，大土塊ポットでは小土塊ポットに比べて液

状水の移動を制限する土塊間の接点数が少な

いために，液状水移動量が多くなったことが考

えられる．また，風による気圧の乱れが地中に

伝搬することで，地中から大気へと水蒸気の多

い空気が，大気から地中へと水蒸気の少ない空

気が移動し，正味で地中から大気へ水蒸気が輸

送される”Pressure-pumping”効果（Farrell et al. 

1966 など）が生じていることが考えられる． 

参考文献 高橋ら, 2008, 土肥誌, 79(1), 1–7; 片岡・塩沢，1998，
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Fig. 1 蒸発量およびポットへの水供給量 
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Fig. 2 実験開始 29 日目の鉛直方向の水分分布 

*大土塊ポットの上から 4 段目は上下に分割して測定 
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Fig. 3 各ポットの見かけの拡散係数𝑫と 

分子拡散係数𝑫𝒎の比較 

大土塊ポット
上から 4 段目 


