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要旨(Abstract) 

プロファイルプローブ（SoilVUE）で測定されたバルクの電気伝導度（ECa）と土壌水分量（θ）

から土壌溶液の電気伝導度（ECw）を推定するための Rhoades モデルのパラメータの決定につい

て，アプリケーションソフトの ECfit を用いることで簡易かつ少量のサンプルでパラメータを決

定する手法を開発し，実測値と比較することで手法の妥当性を検証した。 
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1.はじめに 

比誘電率（ε，キャリブレーション式を用い

てθに換算）とECa，地温を同時計測するTDR

を用いたプロファイルプローブ（SoilVUE, 

Campbell Scientific）は，プローブ直径より少

し小さな穴をオーガで開けてセンサーをねじ

込むことで，最小限の攪乱で鉛直プロファイル

を測定できる。ECa は土壌水分量により変化

するため，土壌中の肥料成分の動態を解析する

ためにはECa をECw に変換する必要がある。

しかし，土壌固有のモデルパラメータを決定す

るために多量のサンプルが必要なことから，筐

体が大きいために多量のサンプルが必要なプ

ロファイルプローブを用いたECwの測定事例

はほとんど報告されていない。筆者らは従来よ

りも大幅に少ない，数点のθ，ECa，ECw の

データセットから Rhoades モデルのパラメー

タの決定を可能とする非線形回帰手法を開発

した（Seki et al., International Agrophysics, 

2019）。この手法はウエブアプリケーション

ECfit として実装されている。 

そこで本報では，ECfit を用いて SoilVUE

で測定されるθと ECa から ECw を求めるた

めの Rhoades モデルのパラメータを決定する

手法を提案した。黒ボク土と低地土を用い，開

発した手法の有効性を検証すると共に，推定精

度を向上させるための方法を検討した。  

2.方法 

(1) 供試土壌と圃場試験 

 枠板式高畝栽培（池内・佃晋，農業技術体系，

2020）によりアスパラガスを栽培している，

茨城県つくば市の農研機構野菜花き研究部門

の試験圃場から黒ボク土の表土を，香川県綾川

町の香川県農業試験場の試験圃場から低地土

の表土をそれぞれ採取した。風乾して 2 mm 

篩を通過したものを供試試料とした。つくばの

土壌については，3 ポアボリューム以上，脱イ

オン水で洗浄した土壌と，洗浄しない土壌を用

いて室内実験を実施した。 

 各圃場において，枠板の近くと畝の中央，斜

面側の 3 か所に SoilVUE を設置した。各測定

地点に採水管を設置し，今回用いた SoilVUE

で測定可能な最深部にあたる深さ 50 cm の土

壌溶液を 2 週間に 1 度程度の間隔で採取し，

ECw の実測値を得た。 

(2) 実験方法 

 筆者らは，1/5000a（上径 163mm，高さ 300 

mm）のワグネルポットの容量内に SoilVUE



の影響範囲が収まることを確認し，土壌に確実

に埋設されたセンサーの出力値からεとθの

関係を求める実験手法を確立した（岩田ら，土

壌物理学会シンポジウム講演要旨，2021）。本

報ではこの手法を用い，SoilVUE の最下位の

センサー（深さ 50 cm 測定のためのセンサー）

の出力値をパラメータの決定に用いた。 

 0.5 dS m-1 KCl 溶液を加え，黒ボク土は 0.35 

m3 m-3，低地土は 0.25 m3 m-3 となるようにθ

を調整した。所定の乾燥密度（黒ボク土：700 

kg m-3，低地土：1200 kg m-3）になるように

容器に詰めた後，専用のオーガで試料の中央に

穴をあけ，SoilVUE を設置し，ECa 等を測定

した。全体の重さを測定し，含水比と土壌溶液

抽出用の土壌を採取した。採取した土壌と同量

の土壌を追加し，7 dS m-1 もしくは 15 dS m-1 

の KCl 溶液を段階的に加水し，黒ボク土は

0.53 m3 m-3，低地土は 0.3 m3 m-3 になるまで

3 段階的に水分調整した試料を作成し，θと

ECw が徐々に大きくなる計 4 段階のデータセ

ットを取得した。 

 含水比は抽出した土壌を用い，炉乾法で測定

した。残りの土壌を 100 cm3 円筒サンプラー

に詰めて遠心分離器を用いて土壌溶液を抽出

し， ECw を実測した。試料全体の重さから計

算した乾燥密度と含水比からθを計算した。 

 得られたθ，ECa，ECw のデータセットか

ら，ECfit を用いて Rhoades モデルのパラメ

ータの a，b，ECs を求めた。得られたパラメ

ータを用い，次式により観測圃場で測定された

θと ECa から ECw を計算し，採水管で採取

した土壌溶液から得られたECwと比較するこ

とで推定精度を検証した。 

ECw = (ECa - ECs) / θ(aθ + b)   （1） 

3.結果と考察 

洗浄したつくばの黒ボク土に 0.5 dS m-1 の

KCl 溶液を加えて作成した試料の ECa は 0 だ

った。一方，洗浄しない土壌で同様に同じ濃度

の KCl 溶液を加えて作成した試料の ECa は

0.01～0.02 dS m-1 であり，これにより洗浄し

た土壌よりも洗浄しない土壌を用いた方が実

測値に近い値が得られた（Fig. 1）。計算結果

と実測値から計算した RMSE（0.28 dS m-1）

は，現場のθ，ECa，ECw のデータセット

（n=83）から推定したパラメータを用いて計

算した結果から求めた RMSE（0.32 dS m-1）

よりも小さいことから，実験室で特定されたパ

ラメータを用いて推定したECwでも高い精度

で ECw が推定できることが示唆された。 

香川の低地土については，現地で測定した 3

地点のうち 1 地点は欠測値が多く，今回の解析

から除外した。残りの 2 地点について，実験室

で決定したパラメータを用いて計算した ECw

は実測値を過小評価した（図省略，RMSE=0.82 

dS m-1）。そこで実験室で得られたデータに加

え，観測期間中の ECa が最も高かった 2022

年 3 月 14 日のデータを加えて得られたパラメ

ータを用いて ECw を算出したところ， 1 地点

のみで ECw が実測値に近い値を示した。他の

地点については，別途測定したテンシオメータ

の値からセンサーが水分量を過大評価したと

考えられたことから，水分量を補正したところ，

実測値に近い値が得られた（図省略）。実験室

では現地圃場の高水分状態が再現できなかっ

たため，現地のデータを入れてパラメータを得

ることで推定精度が向上したと考えられる。 
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ただいた。本研究は生研支援センター「イノベーション創出

強化研究推進事業」（JPJ007097）の支援を受けて実施した。 

Fig. 1 つくば黒ボク土圃場における ECw の推

定結果と実測値の比較事例 

 

Fig. 2 センサーの周囲に土壌を詰めて設置し

た黒ボク土と低地土のεとθの関係（カッコ内

のρdは乾燥密度の平均値） 
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