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要旨(Abstract) 
加圧板法で得られたマトリックポテンシャル（pF）と⼟壌⽔分量（θ）の関係の妥当性を検討す
るため，4 種類の⼟壌と園芸培地⽤ヤシガラの試料について加圧板法で⽔分を調整し，露点計測
法で pF を測定した。得られた結果を⽐較した結果，ほとんどの⼟壌では両計測法で得られたθ
と pF がほぼ⼀致したが，ヤシガラでは⽑管が切れて試料内に⽔分勾配ができたことにより，豊
浦砂では試験中に⽔分が蒸発したことにより，両測定法で得られたθと pF の関係が異なった。 
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1.はじめに 

重要な⼟壌物理性の⼀つである⽔分特性曲
線は，砂柱法や⽔中法，加圧板法，露点計測
法等の複数の⽅法で測定される。これらの⽅
法は，⼟壌のマトリックポテンシャル（pF）
に応じて使い分けられるが，このうち，加圧
板法は圧⼒⽔頭が 30〜15,849 cm（pF1.5〜
pF4.2）の⼟壌に適⽤されることが多い，幅
広い範囲の⽔分状態に適⽤される⽅法である。
また，畑地灌漑計画で重要な圃場容⽔量
（pF1.5〜pF1.8），易有効⽔分量（pF3.0），
永久しおれ点（pF4.2）は，いずれも加圧板
法で測定可能な範囲にある。このように重要
な測定⽅法である加圧板法で測定された体積
含⽔率（θ）は，特に低⽔分領域において，
露点計測法で測定した値よりも⼤きくなるこ
と が 指 摘 さ れ て い る （ Bittelli and Flury, 
2009）。しかし，⼟壌の種類による違い等，
その詳細は⼗分に明らかになっていない。そ
こで，複数の試料を⽤い，加圧板法と露点計
測法で得られたθと pF の関係を⽐較した結
果について報告する。 
２．材料と方法 

 供試試料として，新潟県佐渡市の柿圃場か

ら採取した表⼟（A 層：ローム）と下層⼟（2C
層：粘⼟），豊浦砂，農研機構農村⼯学研究部
⾨の試験圃場から採取した⿊ボク⼟，園芸⽤
培地⽤のヤシガラを⽤いた。 
 50 cm3（⾼さ 25 mm）の円筒容器にこれら
の試料を詰め，各試料について 3 つずつ加圧
板法⽤の試料を作成した。これらの試料を⽑
管飽和した後，加圧板法で pF3.0 と pF3.5 に
なるように⽔分調整した。排⽔⼝から⽔が完
全に出なくなったのを確認後（試験開始から
pF3.0 は約 3 週間，pF3.5 は約 4 週間後），θ
の算出のために重さを測定した後，試料下端
から露点測定法⽤の攪乱試料を 3 つずつ採取
し， Meter 社の WP4-T を⽤いて pF を測定
した。測定終了後，これらの試料の重さを測
定し， これらの試料と円筒容器に残った試料
を 105℃で 2 ⽇以上乾燥させて乾燥重量を測
定した。これらの値から加圧板法で測定した
θと露点計測法で測定したθを計算し，前者
を後者で引いた値をΔθとして，測定法の違
いがθに与える影響を評価した。 
３．結果と考察 

pF3.0 と pF3.5 に調整した試料のΔθと，
露点測定法で測定された pF の関係を図１に



⽰す。 
加圧板法で pF3.0 に調整した試料は，豊浦

砂を除き，そのほとんどが pF3.0〜pF3.3 の
範囲内にあった（図 1a）。計測機器の WP4-T
の測定精度を考えると，豊浦砂を除き，加圧
板法で調整された pF はほぼ真値に等しいと
考えられた。⼀⽅，豊浦砂については，⼟壌
⽔分量はほぼ同じだったが，露点計測法では
pF3.9 程度の⾼い値を計測した。 

加圧板法で pF3.5 に調整した試料について
は，柿圃場表層のローム⼟と⿊ボク⼟のΔθ
は⼩さく，露点測定法で測定した pF も pF3.5
程度だったことから（図 1b），これらの⼟壌
は加圧板法で pF3.5 にうまく⽔分調整できた
と考えられる。⼀⽅， pF3.0 の場合と同様に，
豊浦砂の露点計測法による測定結果は pF4.0
以上の⾼い値を⽰した。佐渡柿圃場下層の粘
⼟とヤシガラについてはΔθがそれぞれ
0.02 m3 m-3 程度， 0.04〜0.06 m3 m-3 程度と
⼤きな値を⽰した。 

豊浦砂のθが pF1.8 以降ほとんど変化しな
いことから（図２），露点測定法の試験中に蒸
発により減少した 0.005 m3 m-3 程度のわずか
なθの変化でも，実際の pF は⼤きく変化し
たため，加圧板法に⽐べ露点測定法の pF が
⼤きくなったと考えられる。⼀⽅，特にΔθ
が⼤きかったヤシガラについては，⼟壌に⽐
べ粗粒なヤシガラとヤシガラの間に⼤きな間
隙が形成され，⽑管が切れたことでヤシガラ
の繊維内の間隙の⽔が加圧板法ではうまく排
⽔されなかったことから，加圧板法の試料の
上端が試料下端よりもθが⼤きくなったこと
で，Δθが⼤きくなったと考えられる。 
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図１ 加圧板法で pF3.0(a)と pF3.5(b)に⽔分調
整された試料における露点計測法によるマトリ
ックポテンシャル（pF, 横軸）と，加圧板法の
体積含⽔率（θ）から露点計測法の試料のθを
引いた値（Δθ, 縦軸）の関係。 

図２ 加圧板法で測定した⽔分特性曲線と露点
計測法で測定したマトリックポテンシャルと体
積含⽔率の関係の⽐較。 
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