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学会費納入のお願い（再）

土壌物理学会事務局

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます．

さて，前号からお願いいたしております今年度（2010年度）会費の早期納入につきましては，多
くの方々にご協力をいただきましたことに感謝申し上げます。

引き続き，未納の方には会費の納入にご協力いただきたく，再度案内申し上げました次第です。
宜しくお願い申し上げます。

記

1. 会費の区分は，正会員 5,500円，学生会員 3,000円，賛助会員 22,500円，購読会員 7,500円
となっております（学会会則第 5条）．

2. 同封の振替用紙をご利用のうえ，会費をご入金ください．なお，誠に恐れ入りますが，手数
料は各自でご負担ください．

3. 会員登録データ等の変更は，通信欄にご記入ください．

4. 前年度未納の方につきましては，今年度分と併せてご入金ください．また，通信欄にはその
旨ご記入ください．

5. 何かご不明の点等ございましたら，会計幹事の森までご連絡ください．

問い合わせ先

土壌物理学会事務局（会計幹事）
〒690-8504松江市西川津町 1060
島根大学　生物資源科学部
森　也寸志
Tel 0852-32-6550，Fax 0852-32-6499
E-mail: yasushim@life.shimane-u.ac.jp



会誌「土壌の物理性」の図表作成について（再）

土壌物理学会編集委員長

会員の皆様には，日頃より学会の運営ならびに会誌「土壌の物理性」へのご投稿，誠にありがと
うございます．

学会誌の A4版 Tex化による編集に移行してから 1年が経過いたしました.皆様のご協力もあっ
て編集作業は円滑に進むようになりましたが，図表の作成に関してはまだ十分とは言えません．
そこで，Tex化による編集作業をさらに効率的に進めるにあたり，図表の作成に関しまして，現行
の原稿執筆要領に加えて，下記の点にご留意いただきますようお願い申し上げます．

○図に関して
·図は原則としてそのまま組版されるので，鮮明なものを提出する．
·図は印刷サイズ（カラム幅 80 mmまたはページ幅 170 mm）で作成する．
·図中の全ての「線」は 1 pt以上とする（hairlineは使わない）．
·図中のフォントは，大きすぎず，小さすぎないサイズとし，全ての図でサイズを概ね統一する．
なお，本文は 10 pt，図の説明は 9 ptで組版されます．
·図中のフォントは，日本語については標準的なゴシック系フォントとする．英数字について
は Arial，Helvetica，Symbol，あるいは Times系フォントのみとする（Helveticaの使用を推
奨する）．
·可能な場合，最終原稿の図は EPS形式で提出する．

○表に関して
·縦罫線は原則として用いない．
·最終原稿の表はワープロソフトあるいはMS-Excelなどの表計算ソフトで作成し，図としては
貼り込まない．
·表は，印刷サイズ（カラム幅 80 mmまたはページ幅 170 mm）で製版される．ページサイズ
を超える大きな表は避けること．

現在，原稿執筆要領の改訂を準備しつつありますが，もう暫く時間がかかりそうです．そこで，
上記のようなご協力をお願いする次第です．

会員皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます．



ものをはかる

榊　利博 1

私はこれまで幸運にもたくさんのプロジェクトで様々な物理量を現場や室内で計測する機会を得た．例えば，大深
度地下坑道周辺の地下水圧や含水量の分布，全長 10 mを超える大型コンクリート梁の破壊実験における荷重 –変位，
砂粒の粒度や形状など，その種類やスケールも多種多様である．純理工系の自分にとって，目の前で起きている物理
現象を計測することは楽しいものである．そのような計測をする際，いつも「測ろうとしている物理量を本当に測れ
ているのだろうか？測れていると思い込んではいないだろうか？」という疑問を自分自身に問いかける．

計測を成功させるには様々な要因があるが，1）計測対象の境界条件が想定している状況を再現できているか，2）
計測機器の性能 ·特性をよく知り正しく設置しているか，3）現象の複雑さに見合った解像度で計測できているかなど
は特に重要ではないかと思う．

例えば，地下に掘削したトンネル周辺の地下水圧分布を知りたいとする．トンネル壁面からボーリング孔を掘削し
深度別に圧力計を設置する．トンネルを掘削することで，その壁面において地下水圧は大気に解放される．本来，そ
の影響を計測したいのであるが，それを計測するために更に計測用のボーリング孔を掘削する．局所的に見るとボー
リング孔壁面においても地下水圧は大気に解放されることになる．そのためこの計測孔の影響をどれだけ小さくでき
るかで本来計測したい地下水圧の分布を測れるか，あるいは計測孔自体の影響を大きく受けた水圧分布を計測するこ
とになるかを左右する．計測装置の設置には計測対象の攪乱はつきものであるが，その影響をいかに最小限にとどめ
想定している境界条件を再現するかは重要な要因である．

土壌水分計やテンシオメータなどの計測装置（以下，センサーという）は，大抵の場合それらが設置されたごく近
傍の物理量を計測するものである．センサーにはそれぞれ特有の測定レンジ（測ろうとする物理量の測定可能範囲）
や影響領域（どれくらいの領域の物理量を測っているかを表す指標）というものがある．これをよく理解せずに室内
実験や現位置計測を実施すると不可解なデータが採れ，後にその解釈に困ることがある．例えば，地表面の土壌水分
が知りたいからと土壌水分計を深さ 5 mm程度の箇所に設置しても，地表の空気の影響を拾ってしまう．
地盤中にセンサーを設置する話をすると不均質な地盤ではどうするのかと聞かれることがよくある．弾性波トモグ
ラフィーのような物理探査的手法は計測対象の内部を推定するものである．一方，土壌水分計のようなセンサーはあ
くまでその影響範囲内の物理量を計測するものである．不均質地盤に多数のセンサーを設置して得られたデータを補
間しその分布を推定することは可能であると思うが，不均質の度合いとセンサーの密度，つまり「空間的解像度」は
重要な要素であろう．空間的解像度を上げ過ぎてセンサー自身が計測対象を乱さないように注意は必要であるが，い
ずれにしても 2 つのセンサー間の物理量の分布をどう推定するかは計測というより推測手法の問題だと思うのであ
る．最近では，センサーによる点計測データおよび物理探査やリモートセンシングによる面計測などのようなスケー
ルの違うデータを融合する技術が注目され始めている．

計測頻度も場合によっては重要な要素となる．ある学会で聞いた話であるが，アメリカのある小さな川で魚が死ぬ
現象が発生した．水中に溶存酸素濃度計などのセンサーを設置し，数ヶ月間毎日データを計測した結果，魚の生態に
影響を及ぼす影響は見られなかった．しかし，1時間おきにデータを取得するようにしたところ意外な事実が判明し
た．毎朝，日の出直前に一時的に溶存酸素の濃度が，魚が生きられないほどのレベルにまで低下していることがわ
かったのである．前記のように，計測の解像度をセンサーを密にして空間的に上げることも大事であるが，計測を頻
繁に実施し「時間的解像度」を適正に設定することも大事な現象を見逃さないために重要なのである．

以上，いろいろ勝手なことを述べた．センサーの数や計測回数を増やしてより多くのデータを取得すればよいよう
に聞こえたかも知れないが，どのような計測にも予算というものがある．地盤調査では計測技術そのものが発展途中
であるものも多く，その調査 ·試験法も日々進化している．しかし，いかに予算内の費用で最大限の情報を取得する
計測を実施するかは，常にそれを使う技術者の経験や勘に大きく頼らなければならないのが現状である．余談であ
るが，技術者の「勘」は，日本でのゼネコン時代には「エイヤー」と表現していたが，渡米してからは「engineering
judgment」というようになった．個人的には日本語の響きの方が人間味があるように思う．

1 Center for Experimental Study of Subsurface Environmental Processes (CESEP) and Geothermal Academy, Colorado School of Mines, USA





鉛直プローブによる成層土壌の平均電気伝導度の測定値評価

落合博之 1 ·登尾浩助 1 ·溝口　勝 2

Evaluating average electrical conductivity of a layered soil measured
with a vertically- installed time domain reflectometry probe

Hiroyuki OCHIAI1, Kosuke NOBORIO1 and Masaru MIZOGUCHI2

Abstract: Time domain reflectometry (TDR) has been
popular to measure soil water content (WC) and electri-
cal conductivity (EC) both in the field and the laboratory.
Although a TDR probe detects average WC and/or EC
along the probe length, a limited number of researches
have been reported for the accuracy of averaging WC/EC
in layered soils. We investigated the accuracy of averag-
ing bulk EC in layered soils. A sandy soil and a loam
were uniformly packed in three layers with various WC/EC
in the constant temperature incubator. Each layer has a
horizontally-installed three-rod TDR probe. Two vertical
two-rod TDR probes were installed across the three layers
of soil from the soil surface. We found that the vertically-
probes average bulk EC of three layers with −9 to +17 %
of accuracies. In addition, soil texture differences affected
on different results of bulk EC between vertically- and
horizontally-probes. However, we do not have to think dif-
ferences of electrical conductivity between the vertically-
and horizontally-probes because the differences in most of
situation are less than ±10 %.
Key Words : time domain reflectometry, electrical con-
ductivity, layered soil, vertical TDR probe, horizontal TDR
probe

1. はじめに

Time domain reflectometry（TDR）法は，フィールド
実験の際，土壌水分量や土壌溶液濃度の経時測定にお
いて頻繁に使われるようになってきている．TDR法は，
Hoekstra and Delaney（1974）による実験室内での土壌
水分量の測定実験が起源と考えられている．その後，
Dalton et al.（1984）によって TDR法を用いた土壌水分
量と電気伝導度の同時測定法が確立され，TDR法の普及
に拍車を掛けた．

鉛直 TDRプローブの普及は，Topp and Davis（1981）
が，ロッド長さ 1100 mm，ロッド直径 12 mm，ロッド間
隔 50 mmの 2線式 TDRプローブを地表面から鉛直に挿

1Meiji University, School of Agriculture, 1-1-1 Higashimita, Tama,
Kawasaki, Kanagawa 214-8571, Japan. Corresponding author: 落合博之,
明治大学農学部
2The University of Tokyo, Interfaculty Initiative Information Studies,
Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, 1-1-1 Yayoi,
Bunkyo, Tokyo, 113-8657, Japan.
2010年 5月 19日受稿　 2010年 10月 15日受理
土壌の物理性 116号, 3–8 (2010)

入して土壌水分量分布の測定を行ったのが始まりだと考
えられているが，この TDRプローブは，不連続点を作っ
て深さごとの水分分布の測定を試みたがうまくいかずほ
とんど普及しなかった．Rhoades et al.（1976）によって，
理論的に土壌水分の増減も電気伝導度の増減に影響し
ていることがわかった．それを基にして，Kachanoski et
al.（1992）によって，圃場における電気伝導度の測定が
単純な 2 線式の鉛直 TDR プローブで行われ，実際に土
壌水分の増減も電気伝導度の増減に影響していることが
報告された．Lee et al.（2001）は，ロッド直径 2.5 mm，
長さ 200 mmの鉛直 TDRプローブを用いてカラム実験
において溶質移動測定を行い，鉛直 TDR プローブで測
定した電気伝導度が，溶液濃度を調整した土壌試料の排
出液から求めた溶質濃度とほぼ等しいことを示した．ま
た，Nadler et al.（1991，2002）は，2層からなる土壌を
用いて，2 本の鉛直 TDR プローブ（直径 2 mm，長さ
150 mm，ロッド間隔 12.5 mm）で測定した電気伝導度
の値と，3本の水平 TDRプローブ（深さ 2.5，7.5，12.5
cm に挿入）の平均電気伝導度との値がほぼ等しくなる
ことを明らかにした．しかし，落合ら（2009）が示すよ
うに，圃場では下層に蓄積された溶質が地表面に向けて
上昇することがあるため，根群域では，浸潤前線や蒸発
前線を含む層が形成される場合がある．そのため，鉛直
TDRプローブの長さによっては，3層以上の溶質濃度の
異なる層における電気伝導度測定を行わなければならな
い．そこで，これまでの既存研究で 2層までしか研究さ
れていない鉛直 TDR プローブによる電気伝導度の測定
結果を 3 層以上で考える必要がある．以上のことから，
本研究では豊浦砂と関東ロームを用いて，実験室内にお
いて土壌水分量と土壌溶液濃度を変化させた 3層土壌に
挿入した鉛直 TDRプローブの精度を評価した．

2. 実験方法

長さ 75 mm，直径 1.6 mm，ロッド間隔 10 mmのステ
ンレスロッドで 2線式 TDRプローブを作り，鉛直 TDR
プローブとして用いた．水平 TDRプローブは，内径 76.5
mm，高さ 25 mmのアクリルカラムに長さ 77 mm，直径
1.6 mm，ロッド間隔 5.0 mmのステンレスロッド 3本の
両端をアクリルカラム壁で固定して 3線式 TDR プロー
ブとした，鉛直プローブと水平プローブのロッド片端に
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Fig. 1 　実験見取り図．
Sketch.

はそれぞれ同軸ケーブル（RG-58A/U，50 Ω）をハンダ付
けした．TDR プローブ付きカラムに土壌水分量と土壌
溶液濃度を調整した土壌をカラム一つずつそれぞれで充
填してラッピングし，3つのカラムに土壌を充填したの
ちラッピングを取りはずし，3個重ねて鉛直 TDRプロー
ブを挿して実験を行った．充填した土壌は，まず実験開
始前にある量の風乾土壌をろ乾燥し，風乾土に含まれて
いた水分量を計測し，それを考慮して土壌水分量を決定
した．ジッパー付き密封式ビニール袋内で逆浸透水を風
乾供試土に加えて土壌水分量を，KCl溶液（0.1mol L−1）
を風乾供試土に加えて土壌溶液量を調節したものを用い
た．3 個重ねたカラムに 2 線式 TDR プローブを 2 本鉛
直方向に挿入して実験を行った（Fig. 1）．見かけの電気
伝導度の変化は，土壌水分量の変化と土壌溶液濃度の変
化が，共に影響する（Rhodes et al., 1976）ことから，実
験は，（1）土壌水分量を一定（θ = 0.18 m3 m−3）にして
土壌溶液濃度をカラムごとに変化させる（Table 1），（2）
土壌溶液濃度を一定にして土壌水分量をカラムごとに変
化させる（Table 2），（3）土壌水分量と溶液濃度の両方を
カラムごとに変化させる（Table 3），の 3通りを行った．
実験には豊浦砂と関東ロームを用いて行った．豊浦砂と

関東ロームの物理特性は，Table 4 に示した．全てのカ
ラムにおいて乾燥密度が，豊浦砂では 1.50（Mg m−3），
関東ロームでは 0.75（Mg m−3）となるように充填した
（Table 4）．また，全ての実験は，20 ◦C一定に保たれた
インキュベーター内で行った．測定では，TDRプローブ
間が短いことによる影響を考慮して（Castiglione et al.,
2006），SDMX50 は用いずにケーブルテスター TDR 装
置（テクトロニクス社製 1502C）を PCにつなぎ，ソフ
トウェアWINTDR（Or et al., 1998）でデータをそれぞ

Table 1 　土壌水分量一定 (θ = 0.18 m3 m−3) で各層の
溶液濃度を変化．
Concentration differences in layers.

Experimental number

豊浦砂 S01 S02 S03 S04 S05
関東ローム C01 C02 C03 C04 C05

Top W KCl W KCl W

Layer Middle W W W W KCl

Bottom W W KCl KCl W

Distribution
(EC)

｜ ／ ＼ ＜ ＞

W: water, KCl: 0.1 mol L−1(EC = 120 dS m−1) potassium chloride

Table 2 　溶液濃度一定 (EC = 120 dS m−1) で土壌水分
量を変化．
Water content differences in layers.

Experimental number

豊浦砂 S06 S07 S08 S09 S10
関東ローム C06 C07 C08 C09 C10

Top 0.18 0.18 0.18 0.27 0.10

Layer middle 0.18 0.27 0.10 0.10 0.18

bottom 0.18 0.10 0.27 0.18 0.27

Distribution
(water content)

｜ ＞ ＜ ＜ ＼

(m3 m−3)

Table 3　土壌水分量と電気伝導度を共に変化．
Water content and concentration differences in layers.

Experimental number

豊浦砂 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
関東ローム C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17

KCl KCl W KCl W W WTop
0.18 0.18 0.27 0.10 0.18 0.27 0.27

W W W W W KCl KClLayer middle
0.27 0.10 0.18 0.18 0.10 0.18 0.10

W W KCl KCl KCl W Wbottom
0.10 0.27 0.10 0.27 0.27 0.10 0.18

Distribution
(EC) ／ ／ ＼ ＜ ＼ ＞ ＞

(water content) ＞ ＜ ／ ＼ ＜ ／ ＜
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Table 4 　カラムに充填した豊浦砂と関東ロームの物理
特性．
Soil physical properties of Toyoura sand and Kanto loam
packed in column.

豊浦砂 関東ローム

土粒子密度 (Mg m−3) 2.650 2.875
乾燥密度 (Mg m−3) 1.50 0.75
飽和透水係数 (cm s−1) 2.3×10−2 4.6×10−3

50 %粒径 D50 0.225 0.110

れ採取して解析後に PC に保存した．2 本の鉛直プロー
ブと 3本の水平 TDRプローブそれぞれで 3回ずつ電気
伝導度を測定した．3 本の水平 TDR プローブで測定し
た電気伝導度の平均値と 2本の鉛直 TDR プローブで測
定した電気伝導度の平均を比較した．

異なる濃度の溶液を用いて EC メータによる測定値
（ECb dS m−1）とWINTDRによる見かけの値（ECWINTDR

dS m−1）を比較して，電気伝導度測定に対する各 TDR
プローブの校正を（1）式により行った（Heimovaara et
al., 1995）．　

ECb = aECWINTDR +b (1)

ここで，aと bは実験定数を表し，本研究で用いたすべ
ての TDR プローブに対して決定した．本研究では恒温
槽（20 ◦C 一定）で実験を行ったので，電気伝導度の温
度依存性は考慮しなかった．

3. 結果と考察

3.1土壌水分量一定の場合
はじめに 3つの層の土壌水分量を一定にし，土壌溶液
濃度を変化させて実験を行った．豊浦砂での結果を S01
∼ S05（Fig. 2（a））に，関東ロームでの結果を C01 ∼
C05（Fig. 2（b））に示した．豊浦砂と関東ロームに同様
の傾向が見られた．溶液濃度が一定（S01と C01）の場
合は，水平 TDR プローブと鉛直 TDR プローブによる
ECb 測定にほとんど差はなかった．このことから単一層
の土壌においては鉛直 TDRプローブと水平 TDRプロー
ブの EC濃度の測定が等しくなることがわかった．しか
し，上部カラム内の溶液濃度が高い場合（S02と C02）は
鉛直 TDRプローブによる測定値が，水平 TDRプローブ
の測定値より豊浦砂では 7.5 ∼ 14 % 高くなり関東ロー
ムでは 3 ∼ 5 %高くなった，この結果は，これまで行わ
れてきた Nadlar et al.（2002）によって行われた測定結
果とは異なり，2 層の土壌における鉛直 TDR プローブ
と水平 TDR プローブの EC 濃度測定の結果に差がある
ことがわかった．また，中央のカラム内の溶液濃度が両
端のカラム内の溶液濃度より低いとき（S04と C04）は，
鉛直 TDR プローブでの測定は水平プローブより豊浦砂
で 9 %，関東ロームで 3 %小さくなったが，逆に中央カ
ラムの溶液濃度が最大のとき（S05と C05）は鉛直 TDR
プローブでの測定値は水平プローブより豊浦砂で 17 %，

関東ロームで 5 % 大きくなった．3 層の土壌において
も，2層の土壌同様に鉛直 TDRプローブと水平 TDRプ
ローブの EC 濃度測定に変化が出た． また，豊浦砂を
用いた実験では溶質量が等しい場合，特に水平 TDR プ
ローブによる測定では電気伝導度が 35.70 ∼ 36.69（dS
m−1）とほぼ等しかったのに対して（S02，S03，S05），
関東ロームでは濃度分布で 44.55 ∼ 52.54（dS m−1）と
なった（C02，C03，C05）．
以上のことから，土壌水分量を一定にし，溶質濃度を
変化させた場合は，層の境界部分で電磁波の減衰量が突
如大きく変化することで電気伝導度の値にも鉛直 TDR
プローブと水平 TDR プローブでの測定に差が生まれる
と考えられ，Nadler et al.（2002）の研究と同じ結果が得
られないことがわかった．さらに水平 TDR プローブに
よる電気伝導度測定の結果から，関東ロームのほうが豊
浦砂よりも溶質濃度を一定にすることが困難であること
もわかった．

Fig. 2 　 (a) 豊浦砂、(b) 関東ロームにおいて土壌水分量一定
(θ = 0.18 m3 m−3) で各層の溶液濃度を変化 (エラーバーは ±
1標準偏差)．
Concentration differences in layers by (a)Toyoura sand and
(b)Kanto loam (Bars indicate ± one S.D.).
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Fig. 3 　 (a) 豊浦砂、(b) 関東ロームにおいて溶液濃度一定
(EC=122 dS m−1)で各層の土壌水分量を変化 (エラーバーは ±
1標準偏差)．
Water content differences in layers by (a)Toyoura sand and
(b)Kanto loam (Bars indicate ± one S.D.).

3.2土壌溶液濃度一定の場合
豊浦砂での結果を S06 ∼ S10（Fig. 3（a））に関東ロー
ムでの結果を C06 ∼ C10（Fig. 3（b））に示した．土壌
水分量と溶液濃度が一定（S06と C06）の場合は，鉛直
TDRプローブと水平 TDRプローブの測定値はほぼ等し
かった，中央カラムの土壌水分量が最大 （S07 と C07）
のとき，鉛直 TDR プローブでの測定値は水平プローブ
のそれより豊浦砂で 12 %，関東ロームで 8 %大きくなっ
た．一方，中央のカラムの土壌水分量が最小（S08，S09，
C08，C09）のときは豊浦砂で 1 ∼ 5 %，関東ロームで 2
∼ 5 %小さくなった．このことから溶質濃度が等しく土
壌水分量の異なる 3層の土壌では，中央の層の土壌水分
量が高い時のほうが低い時に比べて差が大きくなること
がわかった．さらに，下部カラム内の土壌水分量を最大
にし，上部カラム内を最小（S10と C10）にしたときは，
鉛直 TDR プローブでの測定値は水平プローブのそれよ
り豊浦砂で 3 %，関東ロームで 7 %大きくなり，2層の
土壌より 3層の土壌のほうがより大きな差となることが
わかった． S07 ∼ S10と C07 ∼ C10が同一の添加水分
量，溶質量であり，豊浦砂の測定における水平 TDR プ

ローブによる値が，関東ロームでの値より近い値であっ
たことから，この実験においても豊浦砂での実験が関東
ロームより正確に実験できたことがわかった．

3層に分かれた土壌状態では中央の層の土壌水分量ま
たは溶液濃度が最大 （S05，S07，C05，C07） のとき
は，鉛直 TDR プローブの測定値は水平 TDR プローブ
の平均値に比べて小さくなり，逆に 3層のうちの中央の
層の土壌水分量または溶液濃度が最小となるとき（S04，
S08，S09，C04，C08，C09）のときは，鉛直 TDRプロー
ブは水平 TDR プローブの平均値を過大評価することが
わかった．これらの主な原因は，電磁波の減衰量が層の
境界で急激に変化することによって電磁波の増減が急激
に起き，それによって電気伝導度に影響が出たと考えら
れる．中央の層が電磁波の減衰量が低くなるときはその
後減衰量が上がることによって鉛直 TDR プローブでの
測定値が低くなったと考えられ，逆に中央の層の電磁波
の減衰量が高くなるときはその後の減衰量が下がること
から鉛直 TDR プローブの測定値が高くなったと考えら
れる．

3.3土壌水分量と溶液濃度が共に変化する場合
豊浦砂での結果を S11 ∼ S17（Fig. 4（a））に関東ロー
ムでの結果を C11 ∼ C17（Fig. 4（b））に示した．土壌
水分量が中央のカラムで最大となり溶液濃度が上方カラ
ムで最大となったとき（S11と C11），鉛直 TDRプロー
ブでの測定値は水平プローブのそれを豊浦砂で 15 %，関
東ロームで 7 %過大評価し，それぞれ S02と S07，C02
と C07の結果を反映した．S13，S16，C13，C16でも同
様に鉛直 TDR プローブによる測定値は水平プローブの
それに比べて大きくなった．

最後に土壌水分量の分布具合で EC を過大評価し
（S07，S10，C07，C10），溶液濃度の分布で過小評価する
（S04と C04）組み合わせ，又は逆（S02，S03，S05と
S08，S09及び C02，C03，C05と C08，C09との組み合
わせ）の場合である S12，S14，S15，S17及び C12，C14，
C15，C17 について検討した．豊浦砂では鉛直 TDR プ
ローブでの測定値が，水平 TDR プローブの平均値を過
大評価するとき（S12と S14）と過小評価するとき（S15
と S17）があった。関東ロームでは C12 と C14 はそれ
ぞれ水平 TDRプローブの平均値とほぼ等しく，C15は 2
% 過大評価し C17 は 4 % 過小評価した．このことから
土壌水分量と水溶液濃度の分布具合によって鉛直 TDR
プローブの測定値は変わってくると考えられる．

豊浦砂の結果と関東ロームの結果で関東ロームを用い
ての鉛直 TDR プローブによる測定値のほうが豊浦砂で
の測定値に比べて水平 TDR プローブ測定値により近い
値を示した．特に S14では豊浦砂では鉛直 TDRプロー
ブでの平均値が水平 TDR プローブの平均値に比べて 9
% 高かったのに対して C14 の関東ロームではほぼ等し
くなった．さらに S15の豊浦砂では鉛直 TDRプローブ
の平均値が水平 TDRプローブの平均値より 5 %低いの
に対して C15 の関東ロームでは 2 % 高くなった．この
ように土性が異なることで鉛直 TDR プローブによる測
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Fig. 4 　 (a) 豊浦砂、(b) 関東ロームにおいて土壌水分量と電
気伝導度を共に変化 (エラーバーは ± 1標準偏差)．
Water content and Concentration differences in layers by
(a)Toyoura sand and (b)Kanto loam (Bars indicate ± one S.D.).

定値が，水平 TDR プローブの平均値を過大評価すると
きと過小評価するときがあることがわかったがほぼすべ
ての測定で 10 %以内の誤差に収まることがわかった．

4. まとめ

鉛直 TDR プローブを用いた 3 層の土壌における電気
伝導度の測定は，土壌水分量と溶質濃度の分布によって
過大評価や過小評価することが判明した．土壌水の土壌
水分量もしくは溶液濃度のみを変化させたときは，中央
のカラムが最大のとき鉛直 TDR プローブの測定は 5 ∼
17 %水平 TDRプローブの測定値より過大評価し，誤差
を考慮する必要があることがわかった．しかし，土壌水
分量と溶液濃度の両方を変化させた場合は，そのほとん
どが誤差 ±10 % 以内に収まることがわかり，圃場での
測定の際は，土壌水分量が中央のカラムで最大となり溶
液濃度が上方カラムで最大（7 ∼ 15 %の誤差）といった
特定の条件下以外では誤差を考える必要がないことがわ
かった．

加えて，土性が豊浦砂と関東ロームで異なると鉛直
TDR プローブによる測定値に影響を及ぼすことがわか

り，鉛直 TDR プローブを用いた電気伝導度測定におい
て，関東ローム土壌で用いた結果が豊浦砂で用いた結果
より，水平 TDR プローブの測定値に値が近いことがわ
かった．さらに，3 層からなる成層土壌において，関東
ロームで鉛直 TDR プローブを用いた場合，すべての測
定結果で誤差が 10 %以内に収まったことから関東ロー
ムの土壌では，鉛直 TDR プローブを用いた測定で正確
な値が測定可能であることがわかった．
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要 旨

TDR法は，土壌水分量と電気伝導度の両方を圃場や実験室内で同時に経時的に測定できることから頻
繁に使われている．これまで TDRプローブ間の平均土壌水分量と平均電気伝導度に関するいくつかの
研究がされている．そこで，本研究では 3層からなる成層土壌での平均バルク電気伝導度の測定値の評
価をした．実験は，豊浦砂と関東ロームを用いた．土壌水分量と土壌溶液濃度を層ごとで調節し，温度
一定に保たれたインキュベーター内で行った．それぞれの層に水平 TDRプローブを，また地表面から
鉛直 TDR プローブを埋設した．鉛直 TDR プローブでの平均バルク電気伝導度は −9 ∼ ＋ 17 % 誤差
を生じることがわかった．しかし，ほぼすべての実験で 10 %以下の誤差だったことから鉛直 TDRプ
ローブと水平 TDRプローブによる電気伝導度の測定は圃場においてほぼ等しく測定可能であることが
判明した．

キーワード：TDR，電気伝導度，成層，鉛直 TDRプローブ，水平 TDRプローブ



凍結面近傍の不凍水量変化に基づく

凍土の水分特性曲線と不飽和透水係数の検討

渡辺晋生 1 ·紀藤哲矢 1 ·坂井　勝 2 ·取出伸夫 1

Evaluation of hydraulic properties of a frozen soil based on observed unfrozen water contents
at the freezing front

Kunio WATANABE1, Tetsuya KITO1, Masaru SAKAI2 and Nobuo TORIDE1

Abstract: We evaluated hydraulic properties of a frozen
soil based on the observed temperature, water content, and
pressure head near the freezing front in a one-dimensional
freezing column experiment for an unsaturated silty loam
soil. Amount of unfrozen water near the freezing front
was more than equilibrium amount of water according to
the retention curve at the equivalent pressure head because
freezing was a slow process. We proposed a modified-θ
model to describe nonequilibrium amount of unfrozen wa-
ter in the retention curve. Coupled heat and water flow
equations were simulated with a modified-θ model as well
as two other existing hydraulic property models: the clas-
sical Harlan model, and the modified-K model. The Har-
lan model overestimated water flow from the unfrozen re-
gion to the frozen region. Although the modified-K model
well simulated water flow in a frozen soil, calculated pres-
sure heads and liquid water content showed unrealistic
changes at the freezing front due to the extremely large
decrease in the hydraulic conductivity. The modified-θ
model agreed well with observed liquid water contents
and pressure heads in a frozen soil. The unsaturated hy-
draulic conductivity of a frozen soil based on the modified-
θ model would be more physically feasible than other two
hydraulic property models.
Key Words : frozen soil, unfrozen water, water retention
curve, unsaturated hydraulic conductivity, nonequilibrium

1. はじめに

土中には，0 ◦Cに冷やされても毛管力や表面力の効果
により凍らない水が存在する．この凍土中の不凍水は，
さらなる温度低下により氷に相変化して減少する．凍結
面近傍においては，凍土中の不凍水の圧力が未凍土中の
土中水の圧力より低いため，未凍土から凍土への水分移
動が生じる．氷と不凍水が共存する凍土中においても，
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不凍水の圧力勾配により低温領域へ液状水が移動する
（Hoekstra, 1966; Fukuda et al., 1980）．こうした土中水
の再分布は，春先の農地の水分 · 施肥管理（Baker and
Spaans, 1997; Derby and Knighton, 2001）や地耐力，凍
土下の土壌微生物の活性（Watanabe and Ito, 2007），融
雪水による表土流亡（Singh et al., 2009）などに影響を
及ぼすため，凍結 ·融解過程における不飽和土中の水分
·熱移動を予測することは重要である．
凍結にともなう不飽和土中の水分の再分布過程は，水
の相転移を含むリチャーズ式と熱移動方程式により予測
できる（たとえば，渡辺ら, 2007）．これらの移動式を解
くためには，凍土の水分移動特性，すなわち，不凍水量
と圧力水頭の関係を与える凍土の水分特性曲線と凍土の
不飽和透水係数を適切に表現することが重要である．特
に，凍結面近傍の水分移動特性は，未凍土から凍土への
水分移動量に大きな影響を及ぼす．しかし，凍土の水分
移動特性，とりわけ不飽和透水係数の測定は非常に難し
い．既往の不飽和土の凍結実験（たとえば，Fukuda et
al., 1980; Jame and Norum, 1980; 溝口ら, 1986）におい
ても，凍土中の不凍水量や不凍水圧力の測定の難しさか
ら，凍結面近傍における液状水量や土中水の圧力変化の
連続測定に成功した例はない．凍土の透水係数の測定も
試みられているが（Burt and Williams, 1976; Horiguchi
and Miller, 1986; McCauley et al., 2002），測定可能な温
度や水分量範囲は限られている．それゆえ，凍結面近傍
の土の水分移動特性の検討は十分に行われていない．

未凍土中の水分 ·熱移動モデルを凍結過程に拡張する
ために，Harlan（1973）は，未凍土の水分量–圧力の関
係が凍土の不凍水量–圧力の関係と等しいと仮定し，さ
らに未凍土の不飽和透水係数–液状水量の関係と凍土の
不飽和透水係数–不凍水量の関係を同一の関係式で表現
した（Harlanモデル：木下, 1982）．不凍水の圧力は，ク
ラウジウスクラペイロン式により凍土の温度から与えら
れる．このモデルは，未凍土の移動モデルを比較的単純
に修正することで凍結過程の計算を可能にするが，未凍
土から凍土への水分移動を過大評価することが指摘され
ている（Harlan, 1973）．そこで，氷量増加にともなう水
みちの変化や氷による水みちの閉塞を考慮し，未凍土の
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透水係数を抵抗係数と氷量の割合に基づく指数関数を用
いて補正し，凍土の透水係数の低下を表現するモデルが
提案されている（K 補正モデル：Jame and Norum, 1980;
Lundin, 1990）．しかし，このモデルは凍土の透水係数を
液状水量の等しい未凍土の透水係数より数オーダー小さ
く与えることが多く，物理的に考えにくい（Watanabe,
2008）. また，抵抗係数の決定法も明確に示されていな
い．抵抗係数は，土質や水分量，さらには凍結面と地下水
面の距離や凍結履歴によっても異なり，氷量のみの関数
で表現することの限界が指摘されている（Newman and
Wilson, 1997）．不飽和透水係数は液状水量の影響を最
も強く受けるため，アイスレンズや氷板の生じない不飽
和凍土の透水係数は，氷量ではなく不凍水量の関数で表
現する方が物理的には妥当である（Watanabe and Flury,
2008）．このため，凍土の透水係数モデルの検討には，凍
結面近傍における不凍水量の把握が重要である．

近年，氷量や表面力の効果を考慮した TDR の校正モ
デルがいくつか提案され（Bittelli et al., 2004; Watanabe
and Wake, 2009; 渡辺, 2010），凍土中の不凍水量測定の
精度が向上している（Stähli and Stadler, 1997; Watanabe
and Wake, 2008）．そこで本研究では，不飽和土カラム
の鉛直一次元凍結実験において，温度，テンシオメータ
による土中水圧力，TDR による液状水量の連続的測定
を行った．凍結面近傍の凍土の土中水圧力の変化を温度
とクラウジウスクラペイロン式により推定し，凍結過程
にある土の水分量と圧力の関係を求めた．得られた凍結
過程の水分量–圧力関係に Durnerモデル（Durner, 1994）
を適用し，未凍土と同様に凍土の不飽和透水係数を表
現するモデルを提案した（θ 補正モデル）．そして，従
来の Harlan モデルや K 補正モデルと，ここで提案した
θ 補正モデルを用いた水分 ·熱移動モデルを凍結過程の
水分量変化の実測値と比較し，凍結面近傍の土の不飽
和透水係数の検討を行った．なお，凍結過程の不飽和土
中の水分 ·熱移動のそれぞれのモデルの数値計算には修
正版 HYDRUS-1D（Hansson et al., 2004; 渡辺ら, 2007;
Šimůnek et al., 2008）を用いた．

2. 凍結過程の土中の水分 ·熱移動モデル

2.1水分 ·熱移動モデル
凍結をともなう土中の水分，熱移動は，非等温下の水
分，熱移動式に氷の相変化と潜熱項を加えて表される
（渡辺ら, 2007）．水分量が比較的高く，水蒸気移動が無
視できるときは，次式となる．

∂θl

∂ t
+

ρi

ρl

∂θi

∂ t
=

∂
∂ z

(
Klh

∂h
∂ z

+Klh +KlT
∂T
∂ z

)
(1)

Cp
∂T
∂ t

−Lfρi
∂θi

∂ t
=

∂
∂ z

[
λ

∂T
∂ z

]
−Clql

∂T
∂ z

(2)

ここで，t は時間，T は温度，hは圧力水頭，zは鉛直位
置，θ は体積含水率，ρ は密度である．添え字の l，iは
それぞれ液状水，氷を示し，θl +θi（= θ）は全水分量で

ある．以下，未凍土，凍土に関わらず，液状水量（不凍
水）は θl で表す．また，（1）式の Klh, KlT は圧力勾配お
よび温度勾配で移動する液状水の透水係数であり，KlT

は通常 Klh に土中水の表面張力の温度変化と促進係数を
乗じて表現される（Noborio et al., 1996; 渡辺ら, 2007）．
（2）式については，Cp は熱容量，ql は水分フラックス，
Lf は水の凍結潜熱，λ は熱伝導率である．凍土について
（1）式と（2）式を連立して解くためには，凍土の水分特
性曲線（θl −h関係）と不凍水量曲線（θl −T 関係），透
水係数が必要である．また，熱的性質 C, λ については，
液状水量 θl だけでなく氷量 θi との関係もそれぞれ必要
となる．

氷と水が共存する場合，二相共存系の状態方程式であ
るクラウジウスクラペイロン式が成立する．凍上が生
じず，氷圧を大気圧と等しいとみなせる場合，凍土中の
不凍水の圧力水頭 h と温度 T との関係は次式で与えら
れる．

h =
Lf

g
ln

T
Tm

(3)

ここで，gは重力加速度，Tm は融点である．そして，土
中の水の固液界面と未凍土中の水の気液界面の幾何学的
形状を同一とみなし（渡辺ら, 2007），凍土の θl −h関係
が未凍土の水分特性曲線（θ − h 関係）と等しいと仮定
すると，（3）式用いて任意の温度 T の凍土の不凍水量
θl を推定できる（Williams, 1964; Koopmans and Miller,
1966）．温度平衡状態にある凍土へのクラウジウスクラ
ペイロン式の適用の妥当性は，カロリメトリー法や核磁
気共鳴法を用いた実験からも示されている（たとえば，
Black and Tice, 1989）．

2.2水分移動特性と熱的性質
水 分 特 性 曲 線 は ，van Genuchten モ デ ル（van

Genuchten, 1980）で与えた 2種類の土の水分特性曲線の
線形和で表す Durnerモデル（Durner , 1994）を用いた．

Se =
θ −θr

θs −θr

= w1[1+(α1h)n1 ]
−m1 +w2[1+(α2h)n2 ]

−m2

(4)

ここで，Se は有効飽和度，θr は残留体積含水率，θs は
飽和体積含水率，α , n, m = 1−1/nは水分特性曲線の傾
きを与えるパラメータ，w1，w2 は重み付けパラメータ
であり w1 +w2 = 1 である．Mualem（1976）のモデル
に基づく閉形式の不飽和透水係数は，次式で与えられる
（Priesack and Durner, 2006）．

Klh (θ) = Ks (w1Se1 +w2Se2)
ℓ

×

[
w1α1

{
1−

(
1−S1/m1

e1

)m1
}
+w2α2

{
1−

(
1−S1/m2

e2

)m2
}]2

(w1α1 +w2α2)
2

(5)

ここで，Ks は飽和透水係数，ℓ は間隙結合係数である．
なお，w2 = 0のとき，Durnerモデルは単一な土となり，
通常の van Genuchtenモデルとなる．
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液状水（不凍水）量 θl の凍土の透水係数 Klh(θl) は，
間隙氷の成長にともなう水みちの変化などにより， θl と
等しい水分量の未凍土の透水係数 Klh,unfrozen(θl) より低
いと考え，未凍土の透水係数に対して氷量 θi の割合によ
り指数関数的に減少する Klh(θl) を仮定するモデルが提
案されている（Jame and Norum, 1980; Lundin, 1990）．

Klh(θl) = Klh,unfrozen(θl)×10−
θi
θ Ω (6)

ここで，抵抗係数 Ωは経験的に与えられる定数である．
（6）式に従えば，不凍水量 θl が等しい凍土であっても，
全水分量 θ が異なれば氷量 θi（= θ −θl）も異なるため，
Klh −θl 関係は一致しない．また，Ω は氷の発生にとも
なう不凍水の流路の変化を与えるパラメータとみなせる
が，砂やシルトでは 8程度と非常に大きな値の報告もあ
り（Gosink et al., 1988），詳細は不明な点が多い．
凍土の熱容量 Cp は，各相の熱容量とそれぞれの体積
割合の積の総和として表される（渡辺ら, 2010）．一方，
凍土の熱伝導率 λ は液状水量と氷量によって非線形に変
化する．本研究では，Hannson et al.（2004）のモデルを
用いた．

λ =C1 +C2 (θ +Fθi)

− (C1 −C4)exp
[
−{C3 (θ +Fθi)}4

] (7)

ここで，C1, . . . ,C4 は実験，あるいは固相率などの物
性値からそれぞれの土に与えられる定数，F1, F2, F =

1+F1θi
F2 は凍土の熱伝導率の非線形性を表現するパラ

メータである．（7）式は Campbell（1985）の未凍土の熱
伝導率モデルに氷量の項を加えたモデルであり，渡辺ら
（2010）はこれを実測値に基づき検討している．

3. 凍結実験

3.1カラム実験
北海道十勝農業研究センター芽室研究拠点で採土した
火山灰性のシルトローム（採土時の体積含水率 θ = 0.4
m3 m−3）を，内径 7.8 cm，高さ 35 cmのアクリル鉛直
カラムに，採土時の乾燥密度（ρb = 0.95 g cm−3）に等し
く下層より 2 cm ずつ順に充填した．カラム側面に 3 線
式 TDRプローブ（線径 1.5 mm ×間隔 5 mm ×長さ 74
mm）とテンシオメータ（直径 6.5 mm ×長さ 10 mm）を
5 cm間隔で，T型熱電対（線径 0.08 mm）を 1 cm間隔で
挿入し，カラム壁面を厚さ 1 cm の発泡ゴムシートとグ
ラスウールで断熱した．定容積採土円筒（100 mL）を用
いた変水位透水試験により求めた試料の飽和透水係数は
18 cm d−1 あった．また，非定常法で求めた試料の熱伝
導率変化に適合した（7）式のパラメータは，C1 = 0.286，
C2 = 1.26，C3 = 6.61，C4 = 0.172，F1 = 2.5，F2 = 1で
あった．

カラムを 4 ◦Cの恒温室に 24 h静置したところ，カラ
ム内の温度分布は T = 4 ◦C で一定，水分分布は上端で
h =−340 cm，下端で −305 cmの直線分布になった．こ

の初期状態に対して，カラム上下端の温度制御セルに恒
温冷媒を循環させることで，試料上端に − 8 ◦C，下端に
2 ◦Cの温度境界条件を与え，試料を上端から下方へ凍結
した．実験中，上下端はカラム内への給排水のない水分
フラックスゼロの境界条件とした．試料の凍結過程にお
いて，比誘電率と土中水の圧力水頭，温度の経時変化を
5分間隔で測定した．TDR測定には TDR100（Campbell
Scientific, Inc.）を用いた．凍土の比誘電率は，液状水量
のみならず，氷量や土粒子表面の吸着水量の影響を受け
る．そこで，TDRで測定した比誘電率を，核磁気共鳴実
験との比較をもとに作成した凍土用の検量式（Watanabe
and Wake, 2009; 渡辺ら, 2010）を用いて不凍水量 θl に
換算した．実験は三連で行い，凍結開始前（0 h）および
凍結開始後異なる時間（24，48 h）に試料を 2.5 cm間隔
で切り分け，炉乾により各凍結時間の各深さの全水分量
θ を求めた．なお，各カラムにおいて温度と比誘電率分
布の時間変化が一致することを確認した．また，同一高
さにおけるカラム中心部と壁面近傍の温度差は 0.1 ◦C以
内であり，土が一次元的に凍結しているとみなした．

3.2水分量と圧力の関係
Fig. 1（a）に，25 ◦C の室温において吸引法（HW），
加圧板法（PP），露点計測式水ポテンシャル計（WP）
（Campbell et al., 1973; Gee et al., 1992）で測定した試料
の水分特性曲線を示す．Fig. 1には，カラム凍結実験に
おいて TDR とテンシオメータで測定した各深さの液状
水量（0 ◦C以下では不凍水量）と圧力（測定可能範囲：
h ≥ −800 cm）の関係，および凍結後の TDR で測定し
た不凍水量と（3）式を介して温度から換算した圧力の
関係（熱電対の測定誤差が圧力推定に影響しない範囲：
T < −0.08 ◦C）を示した．Fig. 1（a）の拡大図である
Fig. 1（b）の第 2横軸には，（3）式に基づく圧力に相当
する凍土の温度を示した．圧力，温度軸は，それぞれ絶
対値の指数軸を用いた．図は 0 ◦C 以下の温度低下によ
り不凍水量が減少すること，またそれにともない圧力も
低下することを表している．また，図から（3）式による
凍結前後の土中水の圧力変化は，−0.08 ◦C相当の −800
cm 付近においてテンシオメータの測定値と連続的な変
化を示すことがわかる．テンシオメータと（3）式のクラ
ウジウスクラペイロン式による温度からの推定を併用す
れば，凍結面近傍の圧力変化を連続的に測定可能である．

カラム実験開始時の未凍結試料の水分量と圧力の関係
は，吸引法や加圧板法で求めた水分特性曲線と一致した．
凍結面への水分移動により未凍土内の水分量が低下して
圧力が h =−500 cm程度以下に減少すると，カラム実験
で測定された凍結面近傍の水分量は同じ圧力の室温の水
分特性曲線から得られる水分量より高くなった．こうし
た傾向は，T >−1 ◦Cの温度変化の速い凍結初期におけ
る凍土において見られ，とりわけカラム上部（2.5，7.5
cm）で顕著であった．一方，凍結速度の遅いカラム中央
部（12.5 cm）や，カラム上部においても，凍結が進行し
て温度の変化速度が遅くなる T <−1 ◦Cにおいては，凍
土の水分量 θl と圧力 hの関係は，未凍土の水分特性曲線
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Fig. 1　 (a)シルトロームの水分特性曲線．HW, PP, WPはそれぞれ室温における吸引法，加圧板法，露点計測式水ポテンシャル計
の測定値．×印はカラム凍結実験における TDRによる測定値．実線と点線は Table 1のパラメータ値を用いた Durnerモデルによ
る適合曲線．(b) は (a) の破線枠内の拡大図．カラム実験において TDR で測定した各深さの水分量に対応する圧力は，h >−800
cm はテンシオメータによる測定値（白抜プロット），T < 0◦C は（3）式による推定値（灰塗プロット）．
(a) Water retention curves for the silt loam soil. HW, PP, and WP represent observed data at the room temperature using a hanging
water column, a pressure plate, and the dew point potensiometer, respectively. Multiple marks are liquid water contents measured with
TDR in a column freezing experiment. Solid and dotted lines are the fitted Durner model with parameter values shown in Table 1. (b)
Enlargement of part of Fig. 1(a). Outline marks are observed pressure heads using tensiometers while gray marks are estimated values
based on Eq. (3) for T < 0◦C.

Table 1 　数値計算に用いた水分特性曲線（（4）式），不飽和透水係数（（5）式）のパラメータ．
Soil water retention curve (Eq. (4)) and hydraulic conductivity (Eq. (5)) parameters used in numerical simulation.

θr θs a1 n1 w2 a2 n2 ℓ Ks Ω
cm−1 cm−1 cm d−1

Harlanモデル 0.019 0.625 0.0101 1.35 0 − − −1 18 0
K 補正モデル 0.019 0.625 0.0101 1.35 0 − − −3 18 7
θ 補正モデル 0.085 0.625 0.0133 2.33 0.531 0.0003 1.85 1.42 40 0

に近くなった．温度制御開始後 48 h の凍結面にあたる
17.5 cmについては，温度が 0 ◦Cから −0.3 ◦Cへと低下
した（Fig. 1（b）第 2横軸）が，温度の変動も激しかっ
た．これは，熱電対の測定精度が ±0.03 ◦C 程度あるこ
とや，潜熱の発生による温度の変動が原因である．その
ため，0 ◦Cから −0.3 ◦Cにおける 12.5 cmと 17.5 cmの
温度から換算される圧力の逆転は，推定値の誤差の範囲
とみなすのが妥当と考える．温度の低下速度に氷の成長
速度が及ばない非平衡状態が生じると，不凍水量と圧力
の関係は，平衡状態の水分特性曲線より高い液状水量を
持つ．これが，凍結面近傍の凍土が温度平衡状態にある
凍土より多くの不凍水を持つ原因と考えられる．一方，
不凍水と氷が平衡状態に近づくと，不凍水の圧力と水分
量の関係に対して未凍土の水分特性曲線が適用できると
考えられる．

Fig. 1の水分特性曲線と水分量–圧力関係に対して，（4）
式の Durner モデルをエクセルのソルバーを利用して非
線形最小二乗法により適合した．まず，室温で測定した
未凍土の水分特性曲線は，圧力低下に対し水分量が単調
に減少しているとみなし，w2 = 0とした van Genuchten
モデルを適合した．一方，カラム凍結実験の水分量–圧力

関係ついては，−300 cm以上の未凍土の水分特性曲線と
カラム凍結実験で測定した 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 cmの水分
量–圧力関係の全ての測定値に対して Durnerモデルを適
合した．最適化したそれぞれのパラメータの値を Table
1 に示す．Fig. 1 には，適合した van Genuchten モデル
を実線，Durnerモデルを点線で示す．2種類の土の水分
特性曲線を重ね合わせる Durner モデルは，凍結過程の
階段上の水分量–圧力関係を良く表現している．

3.3数値計算
（1）∼（3）式の水 ·熱移動モデルに対して，次の 3種
類の水分移動特性モデルを適用し，凍結過程の水分分布
の数値計算を行い，それぞれのモデルについて比較検討
した．
（1）Harlanモデル：未凍土の実測値に基づく水分特性

曲線と（5）式の不飽和透水係数．
（2）K 補正モデル：未凍土の実測値に基づく水分特性

曲線と（6）式の抵抗係数 Ωで補正した凍土の不
飽和透水係数．

（3）θ 補正モデル：凍結初期の温度非平衡の不凍水量
θl 変化を考慮した非平衡水分特性曲線と（5）式
の不飽和透水係数．
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ここで，Harlan モデルと K 補正モデルの未凍土の水分
特性曲線は Fig. 1 中の実線の van Genuchten モデル，
θ 補正モデルの非平衡水分特性曲線は点線の Durner モ
デルである．以下の凍結過程の計算においては，初期
圧力以下の h < −300 cm の液状水を対象としている．
そのため，−300 < h < −80 cm にみられる実線の van
Genuchten モデルと点線の Durner モデルの違いは，計
算結果に影響を及ぼさない．

水分移動式，熱移動式における初期条件と境界条件は，
カラム実験の実測値を与えた．また，いずれのモデルに
おいても，凍土の土中水圧力は，温度とクラウジウスク
ラペイロンの（3）式により求め，仮定した水分特性曲線
により凍土の不凍水量 θl を与えた．

不飽和透水係数 Klhのパラメータの間隙結合係数 ℓ，飽
和透水係数 Ks，抵抗係数 Ω は，水分分布の実測値を出
来る限り再現するように試行錯誤で決定した（Table 1）．
その際，未凍土内の水分分布は，初期水分量の θ = 0.4
m3m−3 付近の Klh の影響を強く受けること，また，凍土
から未凍土への水分移動には，凍結面近傍の 0.3 < θ <

0.35 m3m−3 の Klh の影響が大きいことの 2 点に特に留
意しながら，それぞれのパラメータ値を試行錯誤により
変化させた．また，θ 補正モデルでは，（5）式の間隙結
合係数 ℓ の増大は Klh −θ 曲線の傾きを増加させ，飽和
透水係数 Ks の変化は Klh −θ 曲線の値を平行移動させる
点を考慮した．

Harlan モデルは，水分分布の全領域に適合すること
ができないため，未凍土内の水分分布と適合するように
間隙結合係数 ℓ を求めた．また，Ks には実測値を用い
た．K 補正モデルは，凍土内の水分分布と適合するよう
に抵抗係数 Ω を決定しつつ，未凍土内の水分分布にも
適合するように ℓ を決定した．θ 補正モデルは，ℓ を適
合パラメータとするだけでは全領域の透水係数を過小評

価した．これは，未凍土から凍結面付近の 0.3 < θ < 0.4
m3m−3 の領域の Klh を ℓ のみで再現できないためであ
る．そこで，θs = 0.63 m3m−3 の飽和透水係数 Ks に仮想
的な値を与えることにより，0.3 < θ < 0.4 m3m−3 の領
域の Klh を変化させた．そして，凍土と未凍土内の両水
分分布に最も適合する Ks と ℓ を求めた．Fig. 2 に，そ
れぞれのモデルについて，不飽和透水係数 Klh と水分量
θ（凍土については不凍水量 θl）の関係を示す．図中，
カラム実験の初期水分量（θ = 0.4 m3m−3）を破線で示
した．K 補正モデルにおける（6）式の氷量には，数値
計算で得られた各深さの氷量を与えた．θ 補正モデルで
は Klh −θ 曲線の傾きが未凍土から凍土（θ = 0.4 → 0.3
m3m−3）にかけてなだらかに変化するのに対し，K 補正
モデルでは未凍土と凍土の間で Klh −θ 曲線の傾きが異
なり，凍土の Klh の減少割合がいずれのモデルより大き
くなった．また，K 補正モデルでは，凍結初期の氷量の
違いにより， Klh −θ 曲線が深さ毎で異なった．たとえ
ば，Fig. 2においては，比較的高い水分量で凍結する 7.5
cm 深に対し，凍結面への水移動により水分量が減少し
た後に凍結する 12.5 cm深の透水係数は θ = 0.365にお
いて 1オーダー小さくなった．

4. 結果と考察

4.1温度分布と水分分布
Fig. 3（a）に，試料下端の温度制御開始後 0, 24, 48 h
の温度分布を示す．図中，プロットはカラム実験の測定
値，実線は計算値である．カラム実験では，端面の温度
制御を開始すると上端より凍結が進行し，24 hで凍結面
（−0.3 < T < 0 ◦C）が約 11 cm，48 hで約 17 cmまで達
し，凍結面の進行速度は時間の経過とともに遅くなった．
計算結果は，いずれの水分移動特性モデルを用いた場合
も実測の温度分布と良く一致し，水分特性曲線や凍土の
透水係数モデルの影響は小さかった．

Fig. 3（b）–（d）に 3種類の水分移動特性モデルで計
算した凍結過程の土中の水分分布を示す．図中，実線と
点線は全水分量 θ と不凍水量 θl を示し，これらの差は
氷量 θi に相当する．白抜プロットは炉乾による全水分
量，黒塗プロットは TDR による不凍水量の測定値をそ
れぞれ示す．カラム実験において，土を上端から一次元
凍結すると，未凍土から凍結面へ上向きに水分が移動し
た．この結果，全水分量は凍土（上方）で増加し，未凍
土（下方）で減少した．また，凍結面は時間の経過にと
もない下方へ進行した．この際，いずれの時間において
も凍土内（Fig. 3（a）で T <−0.3 ◦Cの領域）の全水分
量はほぼ等しく，初期水分量からの増加量はおよそ 0.05
m3m−3 であった．また，未凍土内（Fig. 3（a）で T > 0
◦Cの領域）の全水分量は全層でほぼ等しく，減少速度も
ほぼ一様であった．

間隙結合係数を ℓ=−1とした Harlanモデルは，未凍
土内の高温端（下端）の水分変化をよく表すが，凍結面
近傍の未凍土の水分量を過小に，そして凍土の全水分量
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を過大評価した（Fig. 3（b））．これは，凍結面近傍の透
水係数を過大評価しているため，未凍土から凍土へ過剰
な水分移動が生じたことが原因である．そこで，より大
きな ℓを与えることで凍結面近傍の透水係数を低下させ
たところ，凍土内の全水分量分布はわずかに減少したが，
同時に未凍土全体の透水係数も低下するため，未凍土内
の水分移動量を過小評価し，高温側の下端周辺の水分分
布を過大評価，凍結面近傍の未凍土の水分量を過小評価
した．このことから未凍土の水分特性曲線を用い，凍結
による不飽和透水係数の低下を考慮しない Harlan モデ
ルでは，凍結過程の水分移動を十分に表現できないと言
える．

K 補正モデルと θ 補正モデルについては，θ ≈ 0.4
m3m−3 の未凍土に対して ℓ = −1 の Harlan モデルとほ
ぼ等しい不飽和透水係数 Klh を与えた上で，凍結面近傍
の 0.3 < θ < 0.35 m3m−3 の凍土の Klh を小さくする分
布（Fig. 2）を与えたところ，各時間の全水分量分布の実
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測値をよく表した（Fig. 3（c），（d））．しかし，凍結面近
傍の未凍土内における水分減少については，K 補正モデ
ルの方が少なくなった．また，K 補正モデルの液状水量
は凍結面で急変するのに対し，θ 補正モデルでは凍結面
で未凍土の液状水量と凍土の不凍水量が滑らかに変化し
た．Fig. 4に 3つのモデルで計算した凍結開始後 48 hの
不飽和透水係数の分布を示す．K 補正モデルの透水係数
は，凍結面において 10−2 cm d−1 から 10−8 cm d−1 近く
まで急激に低下したのに対し，θ 補正モデルの透水係数
は凍結面近傍の未凍土内から凍土内にかけてなだらかに
低下し，その低下量も K 補正モデルに比べ少なかった．
Fig. 3（c），（d）に見られる凍結面近傍の水分分布の違い
は，こうした透水係数分布に対応した水分移動量の違い
が原因である．Fig. 3（c），（d）の −1 ◦C以下の凍土内
の不凍水量分布については，いずれの水分移動特性モデ
ルを用いた計算も実測値をよく表した．温度の変化速度
の遅い −1 ◦C以下の凍土については，水分特性曲線の差
は少なく，未凍土の水分特性曲線と（3）式により温度か
ら推定した液状水量が，不凍水量を妥当に表していると
言える（Fig. 1（b）の第 2横軸参照）．

4.2液状水量と圧力水頭の時間変化
未凍土から凍土への水分移動量は，凍結面近傍の圧力
変化や液状水量変化にともなう透水係数の変化に最も強
く影響を受ける．そこで，全水分量分布をよく表した K
補正モデルおよび θ 補正モデルについて，さらに詳細な
検討を行った．Fig. 5（a）–（d）は，異なる深さにおけ
る土中の液状水量と土中水圧力水頭の経時変化である．
Fig. 5 中，プロットは TDR による液状水量とテンシオ
メータによる圧力の測定値，実線は計算値である．Fig.
6は，Fig. 5に示した凍結面近傍の各深さにおける K 補
正モデルと θ 補正モデルの不飽和透水係数の変化であ
る．凍結面（0 < T <−0.3 ◦C）は，凍結開始より約 10 h
で 7.5 cm深，25 hで 12.5 cm深に達しており（Fig. 5の
上向き矢印），22.5 cm以深の測点は常に未凍土内に位置
した．液状水量の実測値は，未凍土内では時間とともに
緩やかに減少し，0 ◦C近くの凍土内では温度の低下にと
もない急激に減少した．また，温度変化が緩やかになっ
た −1 ◦C（Fig. 5の下向き矢印）以下の凍土内では液状
水量（不凍水量）はほぼ一定となった．圧力水頭は初期
圧力から水分量の減少にともない低下した．K 補正モデ
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ルでは，実測値に見られない液状水量と圧力水頭の極端
な変化が凍結面を境に現れた（Fig. 5（a），（b））．また，
計算結果は，実測値に比べ 17.5や 22.5 cm深の未凍結時
の水分や圧力が減少せず，0 ∼−1 ◦Cの凍結時に不凍水
量が急激に減少した．これは，氷の発生により不飽和透
水係数 Klh(θl)が，狭い領域で（Fig. 4）短時間に（Fig.
6）急減することに起因する非現実的な変化である．ま
た，こうした Klh の急激な変化は，凍結面近傍の数値計
算に極端に小さな時間刻みと空間刻みを必要とし，解の
収束に多大な時間を要したり，計算を不能としたりしや
すい．

一方，θ 補正モデル（Fig. 5（c），（d））では，Fig. 5
（a），（b）の K 補正モデルに見られた凍結時の液状水量
と圧力水頭の凍結開始時の急変は現れず，実測値の滑ら
かな変化をよく再現した．透水係数の変化も，液状水量
の変化同様，滑らかに変化しており（Fig. 6），K 補正
モデルに比べてより現実的な変化を示していると思われ
る．また，数値的な評価が困難になることは少なく，計
算時間も K 補正モデルに比べて短い利点を持つ．

本研究は，比較的速い速度で凍結する土において，不
凍水量と圧力の関係を反映した非平衡状態の水分特性曲
線（θ 補正モデル）が評価できれば，より物理的に妥当
な不飽和透水係数の評価が可能なことを示していると考
える．凍土の不凍水量と圧力の関係に対して，土の深さ
や水分量，凍結速度，すなわち温度の変化速度が及ぼす
効果についてはさらなる検証が必要である．また，本研
究では，凍結過程の水分分布の実測値に適合して Durner
モデルの Ks と ℓ を決定したが，たとえば蒸発法やマル
チステップ法などにより求められる未凍土の不飽和透
水係数との比較も必要であると考える．また，未凍土の
水分特性曲線に対しては van Genuchtenモデルを用いた

が，Durnerモデルにより未凍土の持つ団粒構造を考慮し
た水分特性曲線による検討も必要であろう（坂井 ·取出,
2007）．さらに，（1）∼（3）式の温度と圧力が平衡状態
として与えられる水分移動モデルを，凍結速度を考慮し
た非平衡モデルへと改良することも今後の課題である．

5. おわりに

凍結過程にある土の水分特性曲線と不飽和透水係数の
検討を目的に，不飽和シルトロームの一次元カラム凍結
実験を行い，水分 · 熱移動モデルによる解析を行った．
凍結面近傍の圧力水頭は，テンシオメータによる測定と
凍土内のクラウジウスクラペイロン式に基づく温度から
の推定により，連続的に測定できることを確認した．ま
た，凍結速度が遅い際には，凍土の不凍水の圧力と不凍
水量の関係が未凍土の水分特性曲線と一致したが，凍結
速度が速い凍結面近傍においては，凍土は水分特性曲線
から推定される水分量より過剰の不凍水を持つことが明
らかになった．これは，温度の低下に対して氷の成長が
瞬時には生じないことによる非平衡状態が原因と考えら
れた．

得られた水分量や圧力の実測値に対して，未凍土の水
分特性曲線と不飽和透水係数を凍土にも拡張して用いる
Harlanモデル，凍土の不飽和透水係数を氷量と抑制係数
で指数関数的に減少させる K 補正モデル，凍結初期の
不凍水量変化を考慮した非平衡の水分特性曲線と不飽和
透水係数を凍土と未凍土に用いる θ 補正モデルを用い
て，凍結過程の透水係数の変化を検討した．Harlanモデ
ルは，未凍土から凍土への水分移動を過大評価したが，
K 補正モデルと θ 補正モデルは凍結過程にある土中の水
分分布を概ね表すことができた．この際，K 補正モデル
については実測値に見られない液状水量と圧力水頭の極
端な変化が凍結面を境に現れた．これは K 補正モデル
の透水係数が凍結面を境に急激に変化することに起因す
る．一方，θ 補正モデルは，凍結時の液状水量と圧力水
頭の滑らかな変化をよく再現し，不飽和透水係数の変化
も滑らかな減少を示した．比較的速い速度で凍結する土
では，不凍水量と圧力の関係を表す非平衡状態の水分特
性曲線が評価できれば，未凍土と凍土を同一の水分移動
特性関数を用いることにより，より物理的に妥当な不飽
和透水係数の評価が可能であると考えられる．その際，
非平衡状態の水分移動特性関数には，自由度の高い曲線
を与えることができる Durner モデルが有用である．今
後は，凍結過程に加えて融解過程に対しても，異なる土
質，初期水分量，凍結速度における水分特性曲線や凍結
面近傍の透水係数の変化を検討することが課題である．
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要 旨

不飽和シルトロームの一次元カラム凍結実験において土中の温度，水分量，圧力水頭の変化を測定し，
凍土の水分特性曲線と不飽和透水係数の検討を行った．温度の低下速度が氷の成長速度を上回る凍結面
近傍においては，凍土が未凍土の水分特性曲線より過剰の不凍水を持つ非平衡状態が生じた．この非平
衡の水分特性曲線を用いる θ 補正モデルを提案し，水分 ·熱移動モデルによる凍結過程の水分移動を数
値計算した．そして，未凍土の水分移動特性を凍土に拡張した Harlanモデル，凍土の不飽和透水係数
を氷量と抑制係数で減少させる K 補正モデルと比較検討をした．Harlanモデルは，未凍土から凍土へ
の水分移動を過大評価した．K 補正モデルは，凍結過程の水分分布を概ね再現したが，凍結面における
透水係数の急激な減少のため，実測値とは異なる液状水量と圧力水頭の極端な変化が凍結面に生じた．
一方，θ 補正モデルは，凍結時の液状水量と圧力水頭をよく再現し，より物理的に妥当な凍土の不飽和
透水係数を評価することができた．

キーワード：凍土，不凍水，水分特性曲線，不飽和透水係数，非平衡



エタノール廃液の農地還元が農地土壌環境におよぼす影響

宮本輝仁 1 ·亀山幸司 1 ·小林政広 2 ·陳　嫣 1 ·塩野隆弘 1

Effects of vinasse applications on the soil environmental issues: a review
Teruhito MIYAMOTO1，Koji KAMEYAMA1, Masahiro KOBAYASHI2, Yan CHEN1 and Takahiro SHIONO1

1. はじめに

1970年代以降，化石燃料代替と地球温暖化防止を目的
として，サトウキビやテンサイ，トウモロコシ等のバイ
オマスを原料とした燃料用エタノール（バイオエタノー
ル）が注目され，その製造 · 利用に関する研究 · 実用化
技術の開発が盛んに行われている．わが国においても
2007 年に国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工
程表を関係 7府省において取りまとめ，バイオ燃料の開
発および商業化に向けた取り組みを加速化している．

バイオエタノールはエタノール発酵により製造され
る．エタノール発酵はグルコースやフルクトースなどの
糖質に酵母を加えて嫌気条件を維持することにより，糖
質をエタノールと二酸化炭素に変化させるものである．
このエタノール発酵は酒類，醸造食品の発酵に関連して
古くから知られ利用されてきた．エタノール発酵により
アルコール分 6 ∼ 8 %のもろみを得ることができる．も
ろみは濃縮装置によりアルコールと残液に分離される．
この残液は，蒸留過程で排出される廃液と併せて「エタ
ノール廃液」，「蒸留廃液」，「エタノール発酵母液」等と
様々な名称で呼ばれている．また，英語でも “Distillery
wastewater”，“Stillage”，“Vinasse”等の用語が使われて
いる．本稿では，以後，「エタノール廃液」で統一する．

エタノール廃液は 1 Lのバイオエタノールを製造する
に当たり 10 ∼ 20 L前後排出される（Wilkie et al., 2000）．
バイオエタノールに限らず，蒸留酒をエタノール発酵 ·
蒸留を通じて製造する際には多くのエタノール廃液が排
出される．そのため，エタノール廃液の処理は，バイオ
エタノールを含め，バイオマス資源を有効利活用して循
環型社会を構築していくための重要な課題である．

エタノール廃液に含まれる化学成分は原材料によって
異なるが，窒素，リン酸，カリウムなどの肥料成分も含
まれる．例えば，サトウキビやテンサイ由来のエタノー
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Research Organization, 2-1-6, Kannondai, Tsukuba, Ibaraki 305-8609,
Japan. Corresponding author: 宮本輝仁，農業 · 食品産業技術総合研究
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2010年 8月 11日受稿　 2010年 11月 8日受理
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ル廃液はカリウムが他の成分に比べて高く，木材などの
セルロース系のエタノール廃液は窒素を多く含む（Wilkie
et al., 2000）．このようにエタノール廃液には肥料成分も
含まれるため，農地還元して作物栽培で有効利用するこ
とが検討されている．しかし，エタノール廃液は肥料成
分を含むことの他，pH が低いことや電気伝導度が高い
こと，溶存有機物を多く含むことなど（Table 1），多量に
農地還元された場合，農地土壌環境へ大きなインパクト
を与えることが懸念される．そのため，エタノール廃液
を農地還元する際には，作物栽培と農地土壌環境の保全
を両立させることが今後益々必要となる．

農地還元以外のエタノール廃液の処理方法について
は，飼料化して使用（例えば，Vaccarino et al.，1993），メ
タン発酵の原料として使用（例えば，Wilkie et al.，2000），
機能性成分の抽出材料として使用（例えば，須見，2001），
高度な排水処理技術による方法等がある．特に排水処理
技術に関しては優れた総説が既にいくつか発表されて
いる（Sheehan and Greenfield, 1980; Wilkie et al., 2000;
Satyawali and Balakrishnan, 2008）．
これまで，エタノール廃液の農地還元を主題とした総
説はほとんどない．そこで，本稿ではエタノール廃液を
作物栽培に利用するための農地還元に関する研究成果を
概観するとともに，エタノール廃液の農地還元が農地土
壌環境に与える影響について既存の研究成果を土壌の物
理性，化学性，微生物特性の変化と不飽和土層内での窒
素 ·炭素の動態の観点から概観する．

2. エタノール廃液を作物栽培に利用するため
の研究

灌漑用水や肥料の一部代替のためのエタノール廃液の
農地還元について，1930年代から 1970年代にかけて検
討が行われ，年間の施用許容量について 35 ∼ 1280 m3

ha−1 の幅広い値が提案された（Sheehan and Greenfield,
1980）．エタノール廃液を作物栽培に利用するための研
究は，1980年代以降も室内試験，ポット試験，圃場試験
の各レベルで行われている．エタノール廃液を投与した
ときの植物の反応を観察するとともに，特に圃場試験で
は土壌分析を併せて行い，エタノール廃液の施用効果を
検討している．
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Table 1　原材料の異なるエタノール廃液の化学分析値．

原材料 サトウキビ糖蜜 テンサイ糖蜜 ブドウ（ワイン） サツマイモ（焼酎）

pH 4.28 4.9 4.2 4.2
EC （dS m−1） 　 − 5.2 3.92
COD （mg L−1） 81900−172000 − 50207 −
BOD （mg L−1） 50900 − 14542 −
有機物含量 （mg L−1） − 497500 − −
SS （mg L−1） 108000 − 12285 −
TOC （mg L−1） 55400 − − 29400
TN （mg L−1） 1976 40625 104.9 2590
P （mg L−1） 335 375 118.4 750
Na （mg L−1） 508 26250 88 −
K （mg L−1） 17000 67500 354 3100
引用文献 陳 ·凌（2010） Tejada and Gonzalez（2006a） Bustamante et al.（2005） 柯ら（1988）

室内試験では，コマツナ（柯ら，1988），クレス（Murillo
et al., 1995），ライグラス（Murillo et al., 1995; Murillo
et al., 1998），ヒマワリ（Murillo et al., 1995; Murillo et
al., 1998）の種子の発芽試験や初期生育試験が行われて
いる．柯ら（1988）は培養日数の異なるサツマイモ焼酎
蒸留廃液添加土壌でコマツナの発芽試験を行い，廃液施
用直後（0 – 3日）の播種で生育障害が起こったと報告し
た．Murillo et al.（1998）はテンサイ由来のエタノール廃
液がヒマワリやライグラスの発芽や初期生育に与える影
響を調べ，インビトロではエタノール廃液を濃度 0.15，
0.5 % の水溶液で投与した場合，発芽指数（発芽率と根
長を掛けた値から求められる指標であり，対照区を 100
%としたときの割合）が小さくなる傾向を示したと報告
した．

ポット試験では，エンドウ豆（Kadioğlu and Algur,
1990; Algur and Kadioğlu, 1992）やヒマワリ（Kadioğlu
and Algur, 1990; Algur and Kadioğlu, 1992; Murillo et al.,
1998），ライグラス（Murillo et al., 1998），シロツメク
サ（Vassilev et al., 1996）にエタノール廃液を施用した栽
培試験が行われている．Kadioğlu and Algur（1990）は
エタノール廃液を濃度 1 ∼ 50 % の水溶液でエンドウ豆
やヒマワリに施用したときの植物生長に関連する酵素や
葉緑素，タンパク質含有量の違いを調べた．Algur and
Kadioğlu（1992）はエタノール廃液を濃度 2.5 %の水溶
液で投与したとき，生育が最もよく，バイオマス量も最
大となったと報告した．Vassilev et al.（1996）はテンサ
イ由来のエタノール廃液投与により黒色アスペルギルス
発酵が進み，リン鉱石が溶け出し，植物生育が向上した
ことを報告した．Murillo et al.（1998）はテンサイ由来
のエタノール廃液がヒマワリやライグラスの発芽や初期
生育に与える影響についてポット試験を行い，原液を 2
∼ 3 t ha−1 与えても悪影響は無かったことを報告した．

圃場試験では，サトウキビ（Booth and Lightfoot，1990;
古江 ·永田，1994）やキャベツ（上村ら，1993），綿（Gemtos
and Lellis, 1997），テンサイ（Gemtos and Lellis, 1997），
小麦（Gemtos et al., 1999; Tejada et al., 2006），トマト
（陳 ·凌，2010），ダイコン（陳 ·凌，2010）にエタノー
ル廃液を施用した栽培試験が行われている．また，試験

圃場から採取した土壌や土壌溶液を分析し，エタノール
廃液の施用に伴う土壌の理化学性の変化が観察されてい
る．栽培試験では概してエタノール廃液の施用により化
学肥料の一部代替が可能であること（陳 ·凌，2010）や
増収にも繋がること（Booth and Lightfoot, 1990）が報告
されている．しかし，多量施用した場合，生長障害や茎
長の伸長阻害が起こることがあり（上村ら，1993;古江 ·
永田，1994; Tejada et al.，2006; Tejada et al.，2007），よ
り詳細な施用技術の開発が必要である．

また，エタノール廃液の農地施用方法について，Booth
and Lightfoot（1990）は 300 m3 ha−1 のエタノール廃液
を灌漑用の送水組織を用いることにより，サトウキビ畑
により経済的に散布できたことを報告した．

エタノール廃液を植物生長や植物病原菌のコントロー
ルのための資材や窒素の無機化を促進させるための資材
として利用するための研究も行われている．奥野 ·吉元
（2002）はカンショ焼酎廃液からの抽出物に植物生長を
制御する成分が含まれることを報告した．Santos et al.
（2008）は 3 種類の原料の異なるエタノール廃液による
植物病原菌コントロールの可能性を試験し，病原菌の種
別の効果を報告した．また，Chaves et al.（2007）は有機
性廃棄物を施用した土壌に，154日後，窒素の無機化を
促進させるための資材としてエタノール廃液を施用する
試験を行い，麦わらとの組み合わせで効果があったこと
を報告した．

エタノール廃液を他の有機性廃棄物と混合してコンポ
スト化し，農地還元する試みも行われている．Vaccari et
al.（1999）は都市部から排出される有機性廃棄物にエタ
ノール廃液を混合して発酵を促進し，農地還元ができる
コンポストを製造した．製造されたコンポストを土壌有
機物が少なく，保肥力も小さい粗間隙の発達した砂地で
のイチゴ栽培試験で用いたところ，イチゴの生育の向上
が確認された．また，コンポスト化する方法は直接エタ
ノール廃液を農地施用するのに比べて 5 倍の量を還元
できることを示した．Madejón et al.（2001）はテンサイ
からのエタノール廃液と 2 種類の異なる有機物（ブド
ウの搾りかすと綿織り機のごみ）を混合したものについ
て，温度，pH，無機態窒素の違いによる堆肥化過程への



総説：エタノール廃液の農地還元が農地土壌環境におよぼす影響 21

影響とできた堆肥の理化学性や熟度について検討した．
Tejada et al.（2006）はエタノール廃液，綿織り機のごみ
のコンポスト，およびこれらを混合したコンポストを 4
年間農地施用し，その間の土壌の物理性，化学性，バイ
オマス量，酵素活性および小麦の収量について調べた．
Bustamante et al.（2008）はワイン製造時に排出される
廃棄物を他の有機物と混合することにより 7種類のコン
ポストを作り，微生物的指標や病原菌含有量について調
べた．

3. 農地土壌環境に与える影響

3.1土壌の物理性
土壌の物理性のうち主に土壌構造の安定度，乾燥密度，
耐侵食性に関する研究が行われている．

エタノール廃液を土壌に施用すると，土壌の団粒構
造を壊す恐れがある．Tejada et al.（2006），Tejada and
Gonzalez（2006a, 2006b）は有機物量で 7.5 t ha−1，10 t
ha−1 のエタノール廃液を施用した試験区では，1年後か
ら土壌構造の安定度が低下し，試験を行った 5年間，低
下し続けたことを報告した．そして，彼らはエタノール
廃液には高濃度のナトリウムイオンとフルボ酸が含まれ
ることが原因と考察している．エタノール廃液の施用に
より交換性ナトリウム率（ESP）が増加し，土壌分散や
団粒崩壊を引き起こしたと考えられた．

土壌構造の崩壊は，乾燥密度の増加を引き起こす．
Tejada and Gonzalez（2006b），Tejada et al.（2007）は毎
年エタノール廃液を有機物量で 7.5 t ha−1，10 t ha−1 施
用した試験区では，施用後 3年目から乾燥密度の増加が
観察されたことを報告した．一方，Gemtos et al.（1999）
は，エタノール廃液の施用量が 7 t ha−1 以下のときは，
エタノール廃液の施用量，施用時期の違いによる乾燥密
度への影響は観察されなかったと報告した．

エタノール廃液には有機物が含まれるため，土壌構造
が発達し，耐侵食性も高まると期待されたが，エタノー
ル廃液を土壌に直接施用すると，耐侵食性が低下するよ
うである．これもエタノール廃液に高濃度のナトリウム
イオンとフルボ酸が含まれることにより，ESP が増加
し，土壌分散や団粒崩壊を引き起こしたためと考えられ
た（Tejada and Gonzalez, 2006a）．
エタノール廃液の施用による土壌の物理性の変化は，
主にエタノール廃液の化学性により土壌構造が変化する
ことに起因している．土壌構造の変化は，ガスを含め，
土壌中の物質移動特性に大きな影響を与える．そのた
め，エタノール廃液の施用が土壌中の物理現象の場をど
のように変化させるのかを明らかにすることにより，土
壌環境に配慮したエタノール廃液の施用技術の開発につ
なげられるものと考える．

3.2土壌の化学性
エタノール廃液の農地還元が土壌の化学性に与える影
響について，pHの変化，炭素 ·窒素の無機化特性，陽イ
オン交換容量（CEC）や土壌中の金属の移動性などが検
討されている．

エタノール廃液は低い pH値を示すため，農地施用さ
れた直後は土壌 pH が低下するが，その後，土壌 pH は
上昇することが知られている．この土壌 pHの上昇は微
生物活動に起因した有機物の酸化により起こる（Matti-
azzo and de Glória, 1987）．しかし，土壌条件により土壌
pH の著しい上昇は確認されない場合も報告されている
（Casarini et al., 1987; Bueno et al., 2009）．
エタノール廃液には多量の有機物が含まれるため，無
機化特性に関する研究が行われている．特に，窒素の無
機化特性はエタノール廃液を肥料代替として利用する
場合に重要な情報である．Parnaudeau et al.（2008）は
原材料（テンサイ糖蜜，サトウキビ糖蜜）の違いや発酵
過程，濃縮過程がエタノール廃液の有機物の質や無機化
特性に与える影響について調べた．原材料の性質はエタ
ノール廃液中の難分解性有機物の組成や量に大きく影響
を与えること，テンサイ由来のエタノール廃液はサトウ
キビ由来のものに比べて窒素含量が高く，窒素の無機化
速度も大きいこと，易分解性有機物の割合はテンサイ由
来のエタノール廃液のほうが高いこと，また，濃縮され
たエタノール廃液の組成にも原材料の性質が大きく影響
するが，サトウキビ由来のエタノール廃液を濃縮した場
合，易分解性有機物の割合が少なくなり，土壌施用直後
に無機態窒素の減少（窒素飢餓）が起こったこと等を報
告した．エタノール廃液の窒素の無機化について，培養
初期に無機態窒素の減少がしばしば観察されている（柯
ら，1988;上村ら，1993; Parnaudeau et al.，2006;陳 ·凌，
2010）．これは C/N比の高いエタノール廃液を土壌に施
用した場合，エタノール廃液中の易分解性炭素化合物の
分解に必要な窒素が不足し，土壌中に存在していた無機
態窒素を利用することにより，無機態窒素の有機化が起
こるためと考えられている．また，Tejada and Gonzalez
（2005）は，エタノール廃液の多量施用（20 t ha−1 以上）
の場合では，土壌構造の崩壊により土壌が嫌気的になり，
窒素無機化の抑制や脱窒が生じる可能性を示唆した．有
機物の無機化特性は，原材料の性質，土壌や環境条件（温
度，水分等）により異なるため，利用条件に合わせた評
価が必要である．エタノール廃液を含む有機性廃液の無
機化特性を C/N比を指標として分類することも試みられ
ている（Parnaudeau et al., 2006）．
エタノール廃液には多量の溶存有機物が含まれる．

Benke et al.（1998）によれば，サトウキビ糖蜜由来のエ
タノール廃液に含まれる炭素分の 79 ∼ 92 % は溶存態
である．このため，エタノール廃液に含まれる溶存有機
炭素の土層内挙動に関する研究が行われている．Benke
et al.（1999）はエタノール廃液中の溶存有機炭素の熱帯
土壌，カオリナイト，Fe-oxidesへの吸着 ·脱着特性につ
いて調べた．688 m3 ha−1 相当のエタノール廃液を施用
したときの吸着率が Ultisolの A層では 7.1 %に対して
Bt4層では 27.4 %となり，深度に伴い吸着率が増加する
結果を得た．また，主要粘土鉱物の Goethiteと Hematite
は吸着された溶存有機炭素のうち 28 ∼ 35 %しか脱着さ
れなかったと報告した．土壌への吸着 ·脱着過程を考慮
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した溶存有機炭素の移動過程についてモデル化が試みら
れている（Kameyama and Miyamoto, 2010）．
エタノール廃液中の溶存有機物は殺菌剤の吸着 ·移動
現象にも影響を与える．Andrades et al.（2004）は殺菌剤
の土壌への吸着量を水中とエタノール廃液中で比較し，
エタノール廃液中では殺菌剤の吸着量が増加したことを
報告している．エタノール廃液中の溶存有機物が固相表
面に吸着され殺菌剤の吸着体となるためと説明されてい
る．また，殺菌剤が投与された土壌にエタノール廃液を
与えると，疎水性の殺菌剤は土壌中に更に吸着され，親
水性の殺菌剤は溶脱される量が増加したことも報告して
いる．溶存有機物の量と性質，殺菌剤の性質，土壌等が
複雑に関連して起きている現象であり，多くの実証的な
データを蓄積していく必要がある．

エタノール廃液の施用により土壌水分量の増加，酸素
消費量の増加，土壌構造の崩壊などが起こり，土壌が還
元状態になりやすくなる．そして，嫌気性菌の活動が活
発になるとともにオキシ水酸化物の形態変化や粘土鉱物
中に含まれる Fe や Mn の減少が起こる．そのため，エ
タノール廃液の施用による無機物の置換や金属の移動
（Lahlah et al., 2009），CECの増加（Renault et al., 2009）
に関する研究が行われている．更に，Lahlah et al.（2009）
は土壌にエタノール廃液を施用し 28 日間還元状態にし
た後，酸化状態にしても Fe や Mn は初期状態に戻らな
いことも明らかにした．エタノール廃液の投与は土壌の
化学性の不可逆的変化を生じさせることが示唆された．

エタノール廃液を施用した土壌の化学特性に関する
新たな検出方法も提案されている．Simabuco and Nasci-
mento Filho（1994）はエタノール廃液を投与した土壌
（Podzolic soil と Latosol soil）における土層内での各種
元素の動態解明にエネルギー分散型蛍光 X 線が有効で
あることを示した．また，Demattê et al.（2004）はエタ
ノール廃液の投与量の異なる農地土壌のスペクトル特性
について検討し，農地土壌中のエタノール廃液の残存を
リモートセンシングにより把握するための周波数帯を見
つけた．

長期間，エタノール廃液を農地還元した場合の土壌の
化学性への影響を評価する研究も行われている．Cruz et
al.（1991）はエタノール廃液を 5，10，15 年間施用し
た圃場を対象に 25，75，150 cm深さから採取した土壌
溶液中の有機物含量，肥料成分，pH等の測定を行った．
有機物含量は表層で増加したが，下層では変化がほとん
ど無かった．pH は各深さとも増加傾向を示した．カル
シウム，硫黄，リンはエタノール廃液の施用により増加
した．硝酸態窒素は溶脱により地下水中の濃度も増加し
たことを報告している．また，Rosabal et al.（2007）は
エタノール廃液を灌漑用水として 40 年間灌水した圃場
を対象に，土壌の理化学性や鉱物学的性質の変化につい
て調べた．地表面下 1 mまでの pHは低下していた．他
方，エタノール廃液中には多量のカリウムが含まれてい
るために EC値は増加していた．また，有機物含量も増
加していた．エタノール廃液の低 pH は土壌中の Fe や

Mn の含有量を減少させ，エタノール廃液中の有機物に
より重金属の可溶化が促進されたことを示した．

3.3土壌中の微生物活動
土壌中の微生物活動に与える影響について，エタノー
ル廃液施用に伴う土壌バイオマス量の変化や土壌微生物
フロラの変化が調べられている．

土壌バイオマス量の変化について，Tejada et al.（2006）
はエタノール廃液を原液またはコンポスト化して施用し
た小麦栽培試験区における土壌バイオマス量の年変化を
調べた．原液の場合，対照区に比べて土壌バイオマス量
は増加するが，経年的には土壌バイオマス量が減少した．
これに対してコンポスト化した場合，施用量の増加とと
もに経年的にも土壌バイオマス量が増加した．原液には
不安定な有機性の有毒成分が含まれていることや原液
の添加により土壌の電気伝導度が高くなったことが要因
として考えられた．試験期間を変えた栽培試験でも同様
の結果が得られた（Tejada and Gonzalez, 2006a; Tejada
and Gonzalez, 2006b; Tejada et al., 2007）．Critter et al.
（1994）はエタノール廃液を投与した土壌を含む 4 種類
の土壌で，微生物活動によるグルコースの分解過程を微
小熱量測定法で測定した．その結果，土壌バイオマス量
の違いはエタノール廃液の投与の有無より土壌間の違い
のほうが大きく関与することを報告した．

土壌微生物フロラの 変化について，Casarini et al.
（1987）はエタノール廃液投与により細菌や菌類の一
時的な増加が確認されたこと，廃液投与初期において放
線菌の繁殖が抑制されたことなどを報告した．

3.4不飽和土層内での炭素 ·窒素の動態
圃場に施用されたエタノール廃液の環境への影響につ
いて，Cunha et al.（1987）は灌漑用水とともに 800 m3

ha−1 のエタノール廃液を農地還元したときの養水分動
態を把握する圃場試験を行い，農地施用後 6 ヶ月では，
カリウムは 0.04 %，硝酸態窒素は 0.13 %しか 1.2 m以
深に溶脱しなかったと報告した．Gloeden et al.（1991）
は 150 m3 ha−1 または 300 m3 ha−1 のエタノール廃液
を農地還元したときの廃液成分の不飽和帯および飽和帯
における動態を調査している．また，Parnaudeau et al.
（2009）はエタノール廃液を含む有機性廃棄物を圃場に
施用したときの窒素フラックス（無機化，揮散，脱窒，溶
脱）を観測結果とモデルによる推定結果から評価を行っ
ている．

エタノール廃液に含まれる有機物が土壌の炭素貯留に
及ぼす影響についても研究が行われている．de Resende
et al.（2006）は 16 年以上，収穫前の焼畑と窒素施用，
エタノール廃液の施用を行ったサトウキビ畑の窒素収支
と炭素貯留について調べた．Silva et al.（2007）は林地
と栽培期間が 2，18，25年のサトウキビ畑の調査を行い
長期間のサトウキビ栽培が有機炭素量や土壌構造の安定
性に与える影響について検討した．対象としたサトウキ
ビ畑ではエタノール廃液も 1 作ごとに 400 m3 ha−1 施
用された．栽培後 2年では有機物含量が減少し，土壌構
造も不安定化するが，その後有機物量は回復する．しか
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し，土壌は圧密されやすい状態となることを観察した．
更に，Galdos et al.（2009）はサトウキビの収穫時には
従来から枯葉や先端部分を事前に焼き払うことが行われ
てきたが，サトウキビの葉が枯れる前に機械収穫する場
合の炭素循環について CENTURYモデル（Parton et al.,
1987; Parton and Rasmussen, 1994）を使って評価した．
エタノール廃液の施用については相当量の炭素 ·窒素濃
度の灌漑水が投与されるとして計算した．60 年間のシ
ミュレーション結果は焼き払いが行われなければ土壌中
により多くの炭素貯留が可能なことを測定データととも
に示した．

4. 土壌物理学から見た今後の課題

化石燃料の代替や地球温暖化に対する対策の一つとし
て，バイオマスの有効利活用が有望視されるが，農村地
域における各種循環系を構成する要素である農地土壌
内のバイオマス資材の動態に関する知見は今後益々重要
な情報となる．上で概観したように，これまでの関連研
究は，表土層内での微生物活動やエタノール廃液自体の
化学性に起因する理化学性の変化を中心課題として行わ
れてきている．しかし，不飽和帯や帯水層における環境
影響を評価していくためには，相互に比較できる観測事
例も少なく，既存モデルを用いたシミュレーションによ
る検討も始まったばかりである．今後，エタノール廃液
による農地土壌環境への影響をより詳細に検討し，適切
な農地還元を行うためには，エタノール廃液に含まれる
肥料成分や溶存有機物の土壌中での保持 ·移動現象の解
明が必要であろう．この点は，これまで土壌物理学が蓄
積してきた知見の活用が大いに期待される．しかし，エ
タノール廃液は理化学性の面から単純な溶液と異なるた
め，以下のような視点も必要になってくるかもしれない．
例えば，エタノール廃液はコロイド分を含むため，溶存
態の物質とは異なる移動様式を示す可能性がある（例え
ば，末継ら，2003）．また，エタノール廃液には土壌微生
物の栄養分も含まれるため，土壌微生物活動が土壌水分
保持特性 · 土の濡れ性 · 土壌中の物質移動現象に大きく
関与することも考えられる（例えば，Or et al.，2007）．
このように複雑な混合物を土壌に投与した際の土壌環境
変化を予測することは非常に困難であるが，個別の現象
解明に加え，土壌物理学と土壌化学的 ·生物的反応を結
び付けた土壌を総体として捉える研究アプローチの両方
を融合させることが，今後の研究の発展の鍵を握るもの
と思われる．
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Algur, Ö.F. and Kadioğlu, A. (1992): The effects of vinasse on

the growth, biomass and primary productivity in pea (Pisum

sativum) and sunflower (Helianthus annuus). Agric. Ecosyst.

Environ., 39: 139–144.

Andrades, M.S., Rodriguez-Cruz, M.S., Sanchez-Martin, M.J.

and Sanchez-Camazano, M. (2004): Effect of the addition of

wine distillery wastes to vineyard soils on the adsorption and

mobility of fungicides. J. Agric. Food Chem., 52: 3022–3029.

Benke, M.B., Mermut, A.R. and Chatson, B. (1998): Carbon-13

CP/MAS NMR and DR-FTIR spectroscopic studies of sugar-

cane distillery waste. Can. J. Soil Sci., 78: 227–236.

Benke, M.B., Mermut, A.R. and Shariatmadari, H. (1999): Re-

tention of dissolved organic carbon from vinasse by a tropical

soil, kaolinite, and Fe-oxides. Geoderma, 91: 47–63.

Booth, R.J., and Lightfoot, C.J. (1990): The reticulation of ethanol

stillage through irrigation systems and its use for fertilization

of sugarcane in Zimbabwe. Agric. Water Manage., 17: 49–58.

Bueno, P.C., Martı́n Rubi, J.A., Garcı́a Giménez, R. and Jiménez
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要 旨

エタノール発酵 ·蒸留を通じてエタノールを製造する過程では，多量の廃液（エタノール廃液）が排出
される．そのため，エタノール廃液の処理問題は循環型社会の構築のための重要な課題である．エタ

ノール廃液の処理方法の一つとして農地還元が挙げられる．これはエタノール廃液に肥料成分が含まれ

るためである．しかし，pHが低いことや電気伝導度が高いこと，溶存有機物を多く含むことなど，多

量に農地還元された場合，農地土壌環境へ大きなインパクトを与えることが懸念される．本総説では，

作物栽培への利用のための試験研究に加え，エタノール廃液の農地還元による土壌の物理性，化学性，

微生物特性の変化と不飽和土層内での窒素 ·炭素の動態に関する研究を概観した．そして，土壌物理学
的視点からの今後の展開方向について提言を行った．

キーワード：土壌環境，物質循環，バイオエタノール，農地還元，廃液処理
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土中への水の浸潤　 4. 成層土

取出伸夫 1 ·渡辺晋生 1 ·中川絢子 1

Infiltration into a soil profile: 4. Layered soils.
Nobuo TORIDE1，Kunio WATANABE1，Ayako NAKAGAWA1

1. はじめに

ここまで，土中への水の浸潤について，均一な砂質ロー
ムとシルトを対象に，一定フラックス条件と一定圧力条
件（取出ら, 2009，以下第 1報），初期水分量と Philipの
浸潤モデル（取出ら, 2010，以下第 2報），水平浸潤と鉛
直浸潤における Green and Amptモデル（取出ら, 2010，
以下第 3報）について，鉛直一次元リチャーズ式に基づ
く土中の圧力水頭分布，不飽和透水係数分布，水分量分
布の計算結果に焦点を当てて解説した．一方，成層土に
水が浸潤して，表層とは異なる土性を持つ土中を浸潤前
線が移動すると，浸潤速度や浸潤の形態は影響を受ける．
とりわけ，成層土の境界では，土の性質としての水分移
動特性が不連続に変化するため，境界部を境に土中水の
流れの形態が変化する．

上層が細粒土，下層が粗粒土の乾燥している成層土へ
の浸潤では，不安定流れ（unstable flow）が生じて，フィン
ガー流（部分流）が生じやすいことが知られている（Jury
and Horton, 2006）．そのため，成層土の浸潤は，フィン
ガー流の発生や浸潤前線の安定性に関する研究が多く行
われてきた（たとえば長 ·井上, 2009）．土壌の物理性の
「古典を読む」において，田渕（2006）は，フィンガー流
を最初に見つけた当時，欧米で発展したリチャーズ式に
基づく解析の限界を議論したことを回想している．鉛直
一次元リチャーズ式は，部分的な流れのフィンガー流は
表現できない．しかし，一次元リチャーズ式の解として
表現される成層土の浸潤現象の詳細を整理することは，
これまでの浸潤前線の安定性に関する多くの研究を理解
し，さらなる発展を行う上でも重要と考えた．

そこで今回は，砂質ロームとシルトの成層土を対象に，
飽和浸潤と不飽和浸潤を取り上げた．それぞれの土の上
下を逆転させた 2 種類の組み合わせの成層土に対して，
境界条件として飽和湛水条件と一定負圧条件を与え，鉛
直一次元のリチャーズ式に基づく数値実験により浸潤過
程を検討した．それぞれの浸潤条件に対する浸潤速度，
すなわち地表面フラックスの変化を整理し，土中の圧力
水頭分布，水分量分布，不飽和透水係数分布に基づき，

1Graduate School of Bioresources, Mie University, 1577 Kurima-
Machiya, Tsu, Mie 514-8507, Japan. Corresponding author: 取出伸夫，
三重大学大学院生物資源学研究科
2010年 11月 1日受稿　 2010年 11月 8日受理
土壌の物理性 116号, 27–35 (2010)

成層土の浸潤形態を考察した．また，水分移動特性が不
連続に変化する成層土の境界に注目して，不安定流れの
生じる要因について考察した．用いた基礎方程式や境界
条件，その他記号などすべて第 3 報までと同じである．
浸潤分布の領域は，第 1報 Fig. 3の用語を用いた．計算
には，今まで同様 HYDRUS-1D（Šimůnek et al., 2008）
を用いた．

2. 計算条件

水分移動式は，均一な土への浸潤と同じく鉛直一次元
のリチャーズ式である（第 1報（2）式）．

∂θ
∂ t

=
∂
∂ z

[
K(h)

(
∂h
∂ z

)]
+

∂K(h)
∂ z

(1)

初期条件は，土中水の圧力水頭（以下，単に圧力と表記）
一定（第 1報（10）式）である．

h(z,0) = hi (2)

境界条件は，地表面境界は，圧力一定条件（第 1報（9）
式），下端境界は，自由排水条件（第 1 報（11）式）で
ある．

h(0, t) = h0 (3)

∂h
∂ z

∣∣∣∣
z=−L

= 0 (4)

成層土は，第 1 報の Table 1 に示した van Genuchten
モデルの砂質ロームとシルトを対象とした．Fig. 1 に
は，第 1 報で示した水分保持曲線 θ(h) と不飽和透水係
数 K(h) を再掲する．砂質ロームとシルトの不飽和透水
係数は，h = −31 cm において大小関係が逆転すること
が注目点である．

成層土は，Fig. 2 に示すそれぞれの土の上下を逆転
させた 2 種類の組み合わせに対して，上層の厚さ L1 を
変化させた条件を与えた．土層全体の長さ L (= L1 +L2)
は 100 cm を基本としたが，下端境界の影響を受けない
条件での比較を行うために，浸潤前線が短時間で下層
まで到達する条件では，L を大きくして計算を行った．
地表面境界圧力（以下，地表面圧力）は，h0 = −1 cm
と h0 = −55 cm の 2 種類である．飽和浸潤の h = 0 cm
は，飽和と不飽和の境界であるため，計算が不安定にな
りやすい（Rassam et al., 2004）．以下，計算を安定させ
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Fig. 1 砂質ロームとシルト（van Genuchten モデル）の（a）水分保持曲線 θ(h)と（b）不飽和透水係数 K(h)．

るために用いた h0 = −1 cm は，湛水のない一定圧力の
飽和浸潤の条件と見なす．すべての計算の初期条件は，
hi = −500 cmである．Table 1に砂質ロームとシルトの
境界圧力 h0，初期圧力 hi，および h = 0 cmと h =−31
cmにおける水分量と透水係数を示す．
砂質ロームとシルトの成層土は，長さ Lの計算領域を

100点から 200点程度に離散化した節点に対して，それ
ぞれの土の θ(h)と K(h)の空間分布として与えた．バッ
キンガム－ダルシー則（第 1報（1）式）に基づくリチャー
ズ式の解は，成層土の境界において圧力は連続するが，
水分量 θ や不飽和透水係数 K は不連続である．成層土
の境界において計算が不安定になりやすいため，境界面
近傍では節点の密度を高めて計算を行った．なお，本解
説において境界は地表面境界，成層土の境界，下端境界
の 3カ所存在する．以下の議論においては，基本的には
それぞれを区別した表記をするが，単に境界とよぶ場合
には，成層土の境界を指す．

Table 1 砂質ロームとシルト（van Genuchtenモデル）の体積
含水率 θ(h)と不飽和透水係数 K(h)．

Soil type h (cm) θ(h) (cm3 cm−3) K(h) (cm d−1)
0 0.410 106.1

−1 0.410 85.9
Sandy loam −31 0.214 0.485

−55 0.160 5.27×10−2

−500 0.079 5.25×10−6

0 0.460 6.00
−1 0.460 3.68

Silt −31 0.424 0.494
−55 0.395 0.201

−500 0.228 9.23×10−4

3. 飽和浸潤

3.1上層シルト –下層砂質ローム
はじめに，Fig. 2 左に示す厚さ L1 のシルトが上層の
成層土に地表面圧力 h0 =−1 cmを与えた浸潤を考える．
この条件は，地表面圧力 h0 での透水係数が上層のシルト
の方が下層の砂質ロームに比べて小さいK1(h0)<K2(h0)

であり，上層が水分移動の律速となる．Fig. 3（a）は，
シルト層の厚さ L1 が異なる条件における地表面フラッ
クスの絶対値 |q0|の変化である．シルト層が存在しない
L1 = 0 cm の均一な砂質ローム層と，下層の砂質ローム
層が存在しない L1 = ∞ cmの均一なシルト層の |q0|は点
線で示した．成層土の |q0|は，点線の砂質ロームとシル
トの変化の間の領域を変化する．上層にシルト層が存在
すると，均一な砂質ローム層の浸潤に比べて |q0|は大き
く低下する．シルト層の厚さが増すと，さらに大きくフ
ラックスは低下する．シルト層の厚さが L1 = 0.5 cmと
薄い場合でも，均一な砂質ロームに比べて地表面フラッ
クス |q0| が 50 % 以上の低下を示す．そして，L1 = 5.1
cm で均一なシルト層にほぼ近い変化を示す．さらにシ
ルト層が厚い次の Fig. 4に示す L1 = 10 cmでは，点線

L1
Silt

Sandy loam

Sandy loam

SiltL2

K1

K2

1st

2nd

Fig. 2 砂質ロームとシルトの成層土．
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Fig. 3 上層土の厚さ L1 の砂質ロームとシルトの成層土（初期圧力 hi = −500 cm）の飽和浸潤 (h0 = −1 cm) と不飽和浸潤
(h0 =−55 cm) における地表面フラックス |q0| の変化．L1 =0 の下層土のみ，L1 = ∞ の上層土のみの均一な土は点線で表示．（a）
上層シルト，h0 =−1 cm，（b）上層砂質ローム，h0 =−1 cm，（c）上層シルト，h0 =−55 cm，（d）上層砂質ローム，h0 =−55
cm．

で示した均一なシルト層のフラックス変化と図では区別
できない程に一致する．言い換えると，地表面フラック
ス |q0|の変化に関しては，下層土の砂質ロームの影響は，
L1 = 10 cm程度以上では小さい．

Fig. 4は，シルト層の厚さが L1 = 10 cmのときの圧力
h，水分量 θ，不飽和透水係数 K について，表面から深さ
35 cmまでの分布を示す．Fig. 4（a）の圧力分布は，境
界部の変化に注目するため，−100 cm ≤ h ≤ 0 cm の分
布を示した．土中水の圧力は成層土の境界において連続
しているが，浸潤前線が砂質ローム層に到達して境界圧
力が h >−31 cmとなる 0.2 d以降では，境界で下方へ折
れ曲がった分布となる．K1(h0)< K2(h0)であるため，上
層のシルト層が水分流れを制限し，下層の砂質ローム層
には十分な水分が供給されない．そのため，成層土の境
界へ向けて圧力が減少して水分が下層へと吸い込まれる
「吸引型」の圧力分布を形成する（後述の Fig. 8 参照）．
この点は，上層の飽和透水係数が下層に比べて小さい成
層土の定常水分飽和流れにおいて，成層土の境界部に発
生する負圧と同様である（Jury and Horton, 2006，例題
3.6）．飽和の成層土においても，上層土内の圧力低下に
より下層土への水分フラックスを補っている．

地表面フラックスは，上層の圧力分布の変化がなくな

る段階で収束する．ここで示した条件では，Fig. 4（a）
の圧力分布が示すように，比較的短時間の 0.8 d で上層
の圧力分布はほぼ定常となる．0.8 dでは |q0| = 5.06 cm
d−1 であり，さらに時間が経過すると，下端が自由排水
条件では |q0| = 5.0 cm d−1 程度に収束する．シルト層の
厚さ L1 がさらに厚くなると，下層土の存在はシルト層
上部へ影響しなくなる．そして，地表面の圧力勾配はゼ
ロに近づき，地表面付近では重力流れとなる．このとき，
地表面フラックスの収束値は，|q0| = K1(h0) = 3.68 cm
d−1 である．

下層の砂質ロームに形成される圧力 h分布は，成層土
の境界である下層上端の h が浸潤前線の通過に伴い増
加して，最終的には下層土上部においても重力流れとな
る．このとき，成層土の境界圧力 hは，上層土から供給
される水分フラックスに対して |q0|= K2(h)を満たす値
に収束する（Fig. 4（a））．浸潤前線が砂質ローム層に到
達直後の 0.2 d の地表面フラックスは |q0| = 5.6 cm d−1

であり，以降の地表面フラックスの低下は緩やかである．
そのため，下層土に形成される分布の形状は，第 1報の
Fig. 5 で示した水分フラックス一定条件の分布に近い．
砂質ローム内の圧力分布は，浸潤が進行すると圧力勾配
が減少して，0.8 dでは下層土上部の圧力勾配がゼロに近
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Fig. 4 上層シルト（L1 =10 cm）–下層砂質ロームの成層土（初期圧力 hi =−500 cm）の飽和浸潤（h0 =−1 cm）における（a）
圧力水頭分布 h(z)，（b）体積含水率分布 θ(z)，（c）不飽和透水係数分布 K(z)．

い分布となっている．その後，下層土の下方へ向けて重
力流れが卓越した領域が広がっていく．

一方，圧力分布に対応した Fig. 4（b）の水分量 θ 分
布と Fig. 4（c）の不飽和透水係数 K 分布は，成層土の
境界において不連続となるのが特徴である．浸潤前線
が下層土に到達した 0.2 d においては，境界の圧力は
h =−25.8 cmであり，不飽和透水係数の大小関係が逆転
する h =−31 cmよりも大きく（Fig. 1（a）），砂質ローム
層上部の K が上層のシルト層より大きくなり始める．そ
の後，砂質ロームの K はさらに増加し，上層下部と下層
上部の K の違いは大きくなり，境界の圧力が h =−15.8
cmとなる 0.8 dにおいては上層下部で K = 1.1 cm d−1，
下層上部で K = 4.5 cm d−1 となる（後述の Fig. 8（c）の
点線も参照）．

L1 = 10 cmの条件では，地表面フラックスの変化は均
一なシルト層の変化とほぼ一致する（Fig. 3（a））．浸潤
前線が性質の異なる砂質土を通過するにもかかわらず，
地表面フラックスへの影響が小さい点は興味深い．この
点は，5節において考察する．

3.2上層砂質ローム –下層シルト
次に，上下関係を逆にした Fig. 2 右に示す厚さ L1 の
砂質ロームが上層の成層土について，同じく地表面圧力
h0 = −1 cm を与えた浸潤を考える．この条件は，地表
面圧力 h0 での透水係数が上層の砂質ロームに比べて下
層のシルトが小さい K1(h0) > K2(h0) であり，下層が水
分移動の律速となる．Fig. 3（b）は，砂質ローム層の厚
さ L1 が異なる条件における地表面フラックス |q0| の変
化である．Fig. 3（a）と同じく，L1 = 0 cmの均一なシ
ルト層と，下層のシルト層が存在しない L1 = ∞ cmの均
一な砂質ローム層の |q0|を点線で示した．
上層に砂質ロームが存在すると，均一なシルト層の浸
潤に比べて |q0|は増加するが，シルト層の厚さが増すと，

さらに大きくフラックスは低下する．この上層がシルト
層の条件では，地表面フラックス |q0|が L1 = 0.5 cmの
薄層で均一な砂質ロームに比べて 50 %以上の低下を示
し，L1 = 5.1 cm で均一なシルト層にほぼ近い変化を示
す．さらにシルト層が厚い次の Fig. 4に示す L1 = 10 cm
では，点線で示した均一なシルト層のフラックス変化と
図では区別できない程に一致する．

上層が砂質ローム層の場合，浸潤開始からある期間は
均一な砂質ロームと等しい地表面フラックスの減少を
示すが，浸潤前線が下層のシルト層に到達した段階で大
きく減少する．上層の厚さ L1 が小さいほど速やかにフ
ラックスは減少する．Fig. 3（b）に結果は示していない
が，L1 = 1 cm 程度の薄層の場合は，均一なシルトのフ
ラックス変化とほぼ等しく，Fig. 3（a）の上層がシルト
の場合ほど砂質ロームの影響は大きくない．一方，L1 が
大きい場合，L1 の大きさにかかわらず，下層のシルト層
に浸潤前線が到達した段階でフラックスが低下する．し
かし，L1 が大きいほど，フラックスの低下の割合が小
さい．

Fig. 5 は，砂質ローム層の厚さが L1 = 30 cm のとき
の圧力 h，水分量 θ，不飽和透水係数 K の深さ 100 cm
までの分布である．Fig. 5（a）の圧力分布は，成層土の
境界部の変化に注目するため，−60 cm ≤ h ≤ 40 cm の
範囲で示した．浸潤前線が下層のシルトに到達すると，
境界の圧力は増加して正圧を示す．K1(h0) > K2(h0) で
あるため，下層のシルトが水分流れを制限し，成層土の
境界には水分が溜まっていく．そして，上層は完全に水
分飽和して正圧が生じ，地表面圧力 h0 = −1 cm から成
層土の境界まで直線で増加する「湛水型」の圧力分布が
形成される．この点も，上層の飽和透水係数が下層に比
べて大きい成層土の定常飽和流れにおいて，上層中の圧
力が下方に向けて直線で増加するのと等しい（Jury and
Horton, 2006，例題 3.5）．
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圧力水頭分布 h(z)，（b）体積含水率分布 θ(z)，（c）不飽和透水係数分布 K(z)．

Fig. 5（b）の水分分布は，浸潤前線が下層にすでに到
達している 0.12 d以降は，上層の砂質ロームは飽和水分
量で一定である．また，下層のシルト層でも，境界から
正の圧力が生じている浸潤前線上部までの伝達領域は水
分飽和である（第 1 報 Fig. 3）．同様に，Fig. 5（c）の
透水係数は，上層の砂質ロームでは飽和透水係数 Ks =

106.1 cm d−1 で一定，下層のシルトも正圧が生じる伝達
領域は Ks = 6.0 cm d−1 で一定である．

Fig. 3（b）の地表面フラックス |q0|は，L1 の大きさに
かかわらず，浸潤前線が下層土を進行するにつれて緩や
かに減少する．フラックスの減少は，Fig. 5（a）の上層，
あるいは下層の圧力の直線分布における圧力勾配の変化
に対応しているが，Ks の大きい上層の砂質ロームでの圧
力勾配の変化は下層のシルトの変化に比べて小さい．下
層のシルトの直線部の圧力勾配は減少していくが，成層
土の境界の圧力は，上層の厚さ L1 が大きいほど大きい．
すなわち，下層のシルト層に与えられる境界圧力が大き
いため，L1 が大きいほど浸潤前線が下層のシルト層に
到達した後の地表面フラックス |q0|の低下割合は小さい
（Fig. 3（b））．
なお，下層のシルト層内の圧力勾配は浸潤の進行に伴
い減少するので，十分な時間が経過した後の最終的な
|q0| の収束値は下端境界の条件に依存する．たとえば，
シルト層の厚さ L2 が無限大であれば下層の圧力勾配は
ゼロに近づき，L1 の大きさにかかわらず，|q0|はシルト
の飽和透水係数 Ks = 6.0 cm d−1 に近づく．あるいは，
ある深さに地下水が存在する場合，成層土の境界圧力と
地下水位置の下端境界 h = 0 cm の直線分布をもつ成層
土の飽和定常流れになり，そのときの圧力勾配に応じた
フラックスが収束値である．この場合，等しい地下水深
さ L に対しては，上層厚さ L1 が大きいほど境界圧力が
高く，また圧力勾配が大きいため，収束するフラックス
は大きい．

4. 不飽和浸潤

砂質ロームとシルトの不飽和透水係数は，h =−31 cm
において大小関係が逆転する（Fig. 1）．地表面圧力に
h0 <−31 cmの条件を与えると，飽和透水係数 K(h0)は
シルトの方が砂質ロームより大きくなり，透水係数の相
対的な関係は飽和湛水の場合とは逆転する．そこで，飽
和湛水と同じ成層土（Fig. 2）に対して，h0 =−55 cmの
負圧条件を与えた．飽和浸潤の場合と同様に，上層の厚
さ L1 が異なる条件の地表面フラックス |q0| と浸潤過程
の圧力，水分量，不飽和透水係数分布を示す．

4.1上層シルト –下層砂質ローム
上層シルトの成層土（Fig. 2 左）に負の地表面圧力

h0 =−55 cmを与えると，K1(h0)> K2(h0)であり，上層
のシルトは下層の砂質ロームに比べて不飽和透水係数 K
が大きい．Fig. 3（c）は，シルト層の厚さ L1 が異なる条
件における地表面フラックス |q0|の変化である．シルト
層が存在しない L1 = 0 cmの均一な砂質ローム層と，下
層の砂質ローム層が存在しない L1 = ∞ cmの均一なシル
ト層の |q0| を点線で示した．飽和浸潤の場合とは逆に，
均一なシルト層の |q0|が最も大きく，均一な砂質ローム
層が最も小さい．上層がシルト層の場合，浸潤開始から
一定期間は均一なシルトと等しい地表面フラックスの減
少を示すが，浸潤前線が下層の砂質ローム層に到達した
段階でフラックスが減少し始める．そのため，L1 が大き
いほど，フラックスが低下し始める時間が遅い．これら
の関係は，フラックスが小さい点を除き，砂質ロームが
上層の飽和浸潤の場合（Fig. 3（b））と等しい．

Fig. 6は，シルト層の厚さが L1 = 30 cmのときの圧力
h，水分量 θ，不飽和透水係数 K の深さ 100 cm までの
分布である．Fig. 6（a）の圧力分布は，−200 cm ≤ h ≤
0 cm の範囲で示した．浸潤前線が下層の砂質ロームに
到達すると，成層土の境界の圧力は増加し，地表面圧力
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Fig. 6 上層シルト（L1 =30 cm）–下層砂質ロームの成層土（初期圧力 hi =−500 cm）の不飽和浸潤（h0 =−55 cm）における
（a）圧力水頭分布 h(z)，（b）体積含水率分布 θ(z)，（c）不飽和透水係数分布 K(z)．

h0 =−55 cmから下方の境界へと圧力が増加する「湛水
型」の圧力分布が形成される．これは，K1(h0)> K2(h0)

であるため，下層の砂質ロームが水分流れを制限し，境
界には水分が溜まるためである．上層土で圧力が増加
する傾向は砂質ロームが上層の飽和湛水の場合（Fig. 5
（a））と等しいが，h0 = −55 cm では水分不飽和の負圧
であり，上層内では水分量が下方へと増加し，圧力分布
は直線ではない．また，下層の砂質ローム層も水分不飽
和であるため，Fig. 5（a）に見られた正圧の直線分布は
下層内では形成されない．そして浸潤前線が進行してい
くと，圧力勾配ゼロに近い重力流れが卓越した領域が下
方へと広がっていく．上層のシルト層内の圧力が下方へ
むけて増加するため，水分量（Fig. 6（b））と透水係数
（Fig. 6（c））も境界部にむけて増加する．そして，境界
部で水分量と透水係数が不連続に減少した分布となる．

4.2上層砂質ローム –下層シルト
一方，上層砂質ロームの成層土（Fig. 2右）における
地表面圧力 h0 = −55 cm の条件では，K1(h0) < K2(h0)

であり，上層の砂質ロームは下層のシルトに比べて不飽
和透水係数が小さい．Fig. 3（d）は，砂質ローム層の
厚さ L1 が異なる条件における地表面フラックス |q0| の
変化である．この場合も，点線で示した均一なシルト層
（L1 = 0 cm）と砂質ローム層（L1 = ∞ cm）の変化の間の
領域で |q0|が変化する．上層に砂質ローム層が存在する
と，均一なシルト層の浸潤に比べて |q0|は低下する．こ
の関係は，Fig. 3（a）の上層がシルト層の飽和浸潤と類
似であるが，上層の厚さ L1 の増加によるフラックス低
下割合は，h0 =−55 cmにおける砂質ローム層の方が小
さい．L1 = 20 cmにおけるフラックス変化は，均一な砂
質ローム層の変化にほぼ近づき，地表面フラックス |q0|
の変化に関しては，下層土のシルトの影響は小さい．

Fig. 7 は，砂質ローム層の厚さが L1 = 20 cm のとき
の圧力 h，水分量 θ，不飽和透水係数 K の深さ 100 cm

までの分布である．浸潤前線が下層のシルトに到達する
と，成層土の境界部で透水係数は不連続に増加する（Fig.
7（c））．砂質ロームの K が低いため，上層が水分流れ
を制限し，下層のシルト層には十分な水分が供給されな
い．そして，上層の砂質ローム層は，成層土の境界へ向
けた大きな圧力低下を維持したほぼ一定の形状の「吸引
型」の圧力分布を示し，下層のシルト層では境界の圧力
の増加に伴い圧力勾配を減少させる．（Fig. 7（a））．浸潤
前線がシルト層に到達した 8 dの以降の地表面フラック
スは，|q0| ≈ 0.08 cm d−1 程度で一定であるため（Fig. 3
（d）），下層のシルト層に形成される分布は，水分フラッ
クス一定条件の分布にほぼ等しい．この点も砂質ローム
がシルトが上層の飽和浸潤の場合（Fig. 4）と同様であ
る．しかし，h0 =−55 cmの負圧浸潤では，下層のシル
ト層の圧力勾配の減少が小さく，飽和浸潤で見られた境
界下部の圧力勾配がゼロに近い重力流れが卓越した領域
（Fig. 4（a））は，ここで示した時間内には形成されてい
ない．この点は，第 1報の Fig. 5（c）に示した小さな水
分ラックス一定条件のシルトにおいて，圧力勾配の減少
に時間を要した点と等しい．

5. 不安定流れ

ここまで，成層土の浸潤について，鉛直一次元のリ
チャーズ式に基づく計算結果を検討した．示した結果
は，あくまで与えた水分移動特性と初期 ·境界条件に対
する数学的な解であり，現実の土への浸潤で起こり得る
他の要因を考慮したものではない．上層が細粒土，下層
が粗粒土の乾燥している成層土への浸潤においては，不
安定流れが生じる可能性がある（Jury and Horton, 2006）．
乾燥している粗粒土への浸潤では，層の境界において下
層土の大きな間隙を水で満たすのに十分な水侵入圧まで
圧力水頭が上昇しないと，水は粗粒土層へ浸入できない．
もしこの圧力の上昇が何らかの要因で水平方向の位置に
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おいて不均一であったり，水侵入圧に局所的なばらつき
があったりすると，粗粒土層に新しい水の経路ができ，
上層からの浸入水に対する水みちの役割を果たすフィン
ガー流が形成される（安中, 2010，Fig. 1）．この水平方
向に不均一な局所的な流れは，少なくとも本解析で用い
ている鉛直一次元のリチャーズ式で表現することはでき
ない．しかしここでは，今まで示した鉛直一次元の浸潤
の計算結果から，不安定流れの生じる要因についての考
察を試みる．

本解析で示した 4 条件の浸潤において，K1(h0) <

K2(h0) となるのは，Fig. 4 の上層シルトの飽和浸潤
（h0 =−1 cm）と Fig. 7の上層砂質ロームの不飽和浸潤
（h0 = −55 cm）である．どちらの条件においても，地
表面から成層土の境界へ向けて圧力が低下して，下層に
水分が吸い込まれる「吸引型」の圧力分布が形成される
（Fig. 4（a）, Fig. 7（a））．そして，下層土中を浸潤前
線が下方に移動するにつれて，下層土上部の圧力勾配は
減少し，圧力勾配がゼロに近い重力流れが卓越した領域
が下方へ向けて広がる．この圧力勾配の減少は境界圧力
h0 が大きいほど早く，Fig. 4（a）の飽和浸潤の下層土
では，前線が通過後，速やかに重力流れに近づく．Raats
（1973）は，理論的に浸潤前線の伝達領域の圧力勾配が負
である，すなわち，土中水圧力が表面方向に向かって減
少することが浸潤前線における不安定化の条件であるこ
とを示した（Jury and Horton, 2006）．この条件によれば，
飽和浸潤の吸引型の圧力分布で形成される下層土の圧力
勾配がゼロに近い重力流れが卓越した領域では（Fig. 4
（a）），成層土の境界においてわずかな圧力低下が生じる
と，負の圧力勾配が生ずるため，安定な流れの極限と考
えることができる．

上層シルトの飽和浸潤に対して，第 1 報の Fig. 8 と
同様に，水分フラックス分布に対するダルシー則の圧力
勾配成分（以下，圧力成分）と重力成分の寄与を Fig. 8

に示す．図では，今まで同様に下向きを正としたフラッ
クスを示す．この重力成分の分布は，不飽和透水係数 K
の分布である．Fig. 8には，比較のため均一なシルト層
の分布も併記した．このシルト層の水分フラックス分布
は，第 2報の Fig. 5（a）と等しい条件である．

L1 = 10 cmの成層土の表面フラックス |q0|は，均一な
シルト層とほぼ等しい（Fig. 3（a））．そのため，それぞ
れの時間における水分フラックスの分布もほぼ等しい．
しかし，圧力成分と重力成分の寄与は，成層土の境界近
傍において大きく異なる．均一なシルト層では，圧力勾
配は浸潤前線部で支配的で，上部に向けて緩やかに減少
する．そして，重力成分は地表面から前線先端部に向け
て減少する．

一方，成層土の場合，浸潤前線が下層の砂質ロームに
到達した直後の 0.2 d の成層土の境界において，圧力成
分の不連続な減少と，重力成分の増加が見られる．その
後，成層土の境界の圧力が増加すると，境界における砂
質ローム層とシルト層の不飽和透水係数 K の違いは大
きくなるが，水分フラックスは境界において連続する．
この成層土の境界の水分フラックスの連続条件が，上層
土と下層土のフラックスの成分に大きな違いを生じさせ
る．すなわち，上層土では，小さな重力成分を補って下
層土の要求に応えるために，上層下部の圧力成分は Fig.
8（f）の均一なシルトのように時間の経過に伴い減少せ
ず，ほぼ一定な値を保つ（Fig. 8（c））．一方，下層土で
は，重力成分の増加を上層からの水分供給が満たせない
ため，圧力成分が減少していく（Fig. 8（b）,（c））．そ
して，ここでは示していないが，十分な時間が経過して
下層土の上部の圧力勾配がゼロとなって圧力成分がゼロ
になると，上層土は定常流れとなり，下層土は重力成分
のみの重力流れとなる．さらに浸潤が進むと，下層土の
重力流れの領域は下方へと拡大していく．

鉛直一次元のリチャーズ式から求まる成層土の水分移
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動は，数学的には安定した解であり，不安定流れを表現
するものではない．しかし，上層から下層への水分流れ
の収支を保つために生じる境界部における重力成分と圧
力成分のそれぞれの不連続は，上層からの水の供給と下
層からの水の要求の競合を反映していると考えられる．
そして，下層土における圧力勾配ゼロの重力流れは，上
層土と下層土の水の競合の釣り合いにより収束する流れ
である．しかし，実際の土においては，水平方向の微細
な間隙分布は完全には均一ではない．たとえば，下層土
の水侵入圧のばらつきが水平方向の重力成分の増加にば
らつきをもたらすと，先に重力成分が増加した場所にお
いて上層からの水分の供給が追いつかず，成層土の境界
下部で水分フラックスの圧力成分が上向きになる，すな
わち土中水圧力が表面方向に向かって減少することが予
測される．このとき，境界における圧力成分は，上層か
らは下向きのフラックス，下層からは上向きのフラック
スが生じる．Raats（1973）の示した浸潤前線における

不安定化の条件の理論的な背景は，残念ながら筆者らに
は完全に理解することはできない．しかし，この成層土
の境界における異なる方向の圧力成分フラックスの発生
は，成層土の浸潤における不安定化の条件のもたらす現
象であると考える．このとき，境界下部での水平方向の
圧力が均一でなくなり，圧力の減少が生じた位置への水
分の集積が始まる（Jury and Horton, 2006，Fig. 4.17）．
また，Fig. 8の成分の分布は，成層土における流れの不
安定化は，浸潤前線が下層土に到達した直後ではなく，
下層土の上部が重力流れに近づいた段階で起こり得るこ
とを示唆している．

6. おわりに

砂質ロームとシルトのいずれかを上層と下層に持つ 2
種類の成層土を対象に，飽和浸潤と不飽和浸潤について，
鉛直一次元のリチャーズ式に基づく数値実験により検討
した．地表面の境界圧力条件として h0 = −1 cm を与え
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た飽和浸潤では，砂質ロームの方がシルトに比べて透水
係数 K(h0)は大きい．一方，h0 =−55 cmの負圧境界条
件の不飽和浸潤の K(h0)は，シルトの方が砂質ロームに
比べて大きい．

上層がシルトの飽和浸潤では，上層のシルト層が水分
流れを制限し，下層の砂質ローム層には十分な水分が供
給されない．シルトの厚さが 0.5 cm の薄層では，均一
な砂質ロームの地表面フラックスより 50 %以上小さく，
5 ∼ 10 cm程度で均一なシルト層の浸潤とほぼ等しい地
表面フラックスの変化を示す．圧力分布は，成層土の境
界へ向けて圧力が減少して水分が下層へと吸い込まれ
る「吸引型」の圧力分布を形成し，下層土では圧力勾配
ゼロの重力流れとなる．一方，砂質ロームが上層の不飽
和浸潤においても，「吸引型」の圧力分布を形成するが，
下層土の圧力勾配の減少には飽和浸潤に比べて時間を要
する．

上層が砂質ロームの飽和浸潤では，下層のシルト層が
水分流れを制限し，成層土の境界には水が貯まっていく．
上層は水分飽和し，地表面圧力 h0 = −1 cmから成層土
の境界まで直線的に増加する「湛水型」の圧力分布とな
る．地表面フラックスは，浸潤開始から一定期間は均一
な砂質ロームと等しい減少を示すが，浸潤前線が下層の
シルト層に到達した段階で大きく減少する．砂質ローム
が上層の不飽和浸潤においても成層土の境界にむけて圧
力の増加する「湛水型」の圧力分布を形成するが，水分
量の変化を伴う．

上層が砂質ロームの飽和浸潤における水分フラックス
分布では，成層土の境界において重力成分と圧力勾配成
分がそれぞれ大きく不連続に分布する．鉛直一次元のリ
チャーズ式から求まる成層土の水分移動は，数学的には
安定した解であり，不安定流れを表現するものではない．
しかし，上層から下層への水分流れの収支を保つために
生じるフラックス成分の不連続は，境界での上層からの
水の供給と下層からの要求の競合を反映している．この
緊張関係が何らかの要因で崩れると，流れが不安定化す
ると考えられる．

本報では 2 成層土を対象に水の浸潤を示したが，現

実の土層では，通常，複数の層で構成されている．そう
した土層における浸潤現象は極めて複雑であるが，数値
計算において土層の数や厚さを変化させることは容易で
ある．様々な浸潤条件において，本報で示した地表面フ
ラックス，土中の圧力水頭分布，不飽和透水係数分布，
水分量分布，フラックス分布などにより，成層土の浸潤
形態の詳細を観察することは重要と考える．
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要 旨

砂質ロームとシルトからなる成層土の飽和浸潤と不飽和浸潤について，鉛直一次元のリチャーズ式によ
り求めた地表面フラックス，土中の圧力水頭分布，不飽和透水係数分布，水分量分布，フラックス分布
の変化に基づき，浸潤形態を考察した．上層土の透水係数が下層土に比べて低い場合には，上層土が水
分流れを制限し，下層土への水分フラックスを補うために成層土の境界の圧力が低下する．逆に上層土
の透水係数が高い場合には，下層土が水分流れを制限し，成層土の境界に水分が溜まって圧力が増加す
る．上層が砂質ローム，下層がシルトの飽和浸潤では，成層土の境界において水分フラックスの重力成
分と圧力勾配成分がそれぞれ不連続に分布して，上層から下層への水分流れの収支を保っている．この
不連続な分布が，流れが不安定化する要因であると考えられる．

キーワード：浸潤，成層土，飽和，不飽和，不安定流れ
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してこられた粕渕辰昭氏が，「土とは何か」をはじめて学
ぼうとする人を対象として，高校生にも理解してもらえ
るように，わかりやすくまとめたものである．

本書は，第 1章から第 8章までと第 9章から第 12章
までに分けられる．第 8章までは，土がなぜ地球にしか
ないか，土が地球でどのような役割をしているのか，流
れの場としての土の役割，土はどのように変化をするの
かなどについて説明している．第 9 章から第 12 章まで
は，農地としての土の役割から人間は今後どのように土
と向き合うかを論じている．

第 1章から第 8章の中で，著者は地球における土の役
割について，「エネルギーと物質の流れる場」と定義づ
けている．地球規模からみると，土の層の厚さはわずか
なものである．しかし，この薄い土の層を介するエネル
ギーや物質の流れを利用し，そこに根付く植物が動くこ
となく成長できるという著者の視点は斬新である．この
「流れ」を植物が利用するということを「一本の苗木から
1 万個のトマトを実らせる実験」や「お化けコムギ」の
例を挙げわかりやすく説明しているところは参考にすべ
き点であると感じられた．今後は，我々の研究を市民に
広くわかりやすく伝えることが一層求められることを考
えると，本書のように具体的な例を挙げつつ，専門に偏
りすぎず伝える技術が必要となる．

第 9章から第 12章では，農地に焦点をあて，水田と畑
地ではそれぞれ利用形態が異なる点をもとに，農地以前
の生態系を積極的に利用する水田を人工共生系，畑地を
人工系と呼びその生態的特徴について述べている．特に
著者は，水田で生じている物理現象を柱として幾度とな
く強調している「流れ」について説明している．土壌の
表面に薄く張った湛水層では絶えず対流が生じており，
拡散の約 1 万倍もの速さで溶質の移動が可能となって
いる点やその流れが土壌表層に生息している光合成細菌
などにも影響を与えている点である．溶存酸素や二酸化
炭素は一日を通して変化し，溶存酸素にいたっては過飽
和に達し，大気中に酸素を放出しており，水田は日中に
限って言えば地球上で最も酸素濃度の高い場所であると
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も言えそうだと述べている．本書では多様性には様々な
生物がいることとそのバランスと述べているように，酸
素が豊富な環境下だからこそ，そこに生息する動物が生
きていくことを可能とさせているのではないだろうか．
多様性を一つの指標として，そこに生じている多様性を
維持するには「系（システム）」そのものを捉える必要が
あると述べているように，我々もフィールドを取り扱う
際には，個別の対象のみならず「系（システム）」をもっ
と意識する必要があると感じられた．

全章を通して，著者の約 40 年にわたる土の研究者と
しての知識および経験が，土壌の物理的性質のみならず
化学的 ·生物的性質にいたるまで，わかりやすく丁寧に
述べられている．なによりも著者の土への愛着が随所に
現れている．各章のタイトルは次の通りである．

序 章　土にふれる
第 1章　土は地球にしかない
第 2章　土はエネルギーと物質の流れる場
第 3章　土と水
第 4章　流れる場の特徴
第 5章　土の中の化学変化と物質の流れ
第 6章　植物と土
第 7章　気候と土 –世界の土
第 8章　石になる土
第 9章　農地の土
第 10章　農地生態系と自然生態系
第 11章　土と人間
第 12章　私たちは土とどのように向きあうか

本書は「土とは何か」をはじめて学ぼうとする人を対
象としているが，「土」と隣接する分野を専門とする方々
はもとより，本学会員の方々にもぜひ読んでいただきた
い．「土」はエネルギー交換の場として，絶えず流れが生
じており，時々刻々と「変化」している．この変化をモ
ニタリング技術によって事象を把握し，予測する技術を
なりわいとするのは土壌物理の専門の方々であり，最も
得意とするところである．著者も時々刻々と変化する現
象を同時に把握し，その相互関係を知り，複雑な系を複
雑なまま捉える作業はむしろこれからであると述べてい
る．複雑な系を有する農地（あるいは土壌）における作
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物を，その生育や特性を専門とする方々と連携すること
で，時々刻々と変化する環境下での作物の生育や特性に
関して，これまで以上に，わからなかった事象の解明に

つながるのではないかと思う次第である．

臼井靖浩（独立行政法人　農業環境技術研究所）



土

千葉克己 1

私が初めて専門的に「土」を学んだのは大学 2年生の
ときである．それが土壌物理学だった．当時，私が学ん
だのは，いわゆる土地改良のための土壌物理学で，教科
書はなく，講義では毎回先生が自分で作ったプリントを
配布してくれた．土の三相，透水性，コンシステンシー，
ベーシックインテークレート，pF，団粒など，土と水と
空気，そして作物の話が中心だった．熱についてはほと
んど学ばず，とにかく土と水について教えられたのであ
る．学部を出た後は，修士課程で耕作放棄水田をフィー
ルドとした土壌物理の研究に取り組んだ．やりがいの
あるおもしろい研究だったが，その対象もやはり土と水
だった．

修士課程終了後，私は宮城県の職員になった．技術系
職員として土地改良事業を担当し，また研究員として農
業試験場で働いた．このとき，学生時代に学んだ土壌物
理の知識はとても役にたった．知識の確認のために私は
しばしば講義のプリントを読み返したものである．県の
職員には土質力学に詳しい人は多かったが，土壌物理学
に詳しい人はあまり多くなかったので私はときどき専
門的なことを相談された．また，農業試験場には土壌化
学の知識が豊富な人は多かったが，土壌物理学に関心の
ある人はあまりいなかったため，そういう他分野の人た
ちと一緒にいろいろな調査研究ができた．私は土壌物理
学の専門家ではないが（私より詳しい人は世の中にたく
さんいる），その知識が少しあるために自分が行政や農
業試験場である程度役に立っていると実感することがで
きたのである．そしてそれはやはり技術者として，また
専門家としてうれしいことだった．しかし，一方で私は
ある疑問を感じずにはいられなかった．それはなぜ農業
関係の技術職員や研究員に土壌物理学の知識を持つ人が
少ないのかということだった．農地の生産性を向上させ
るためには，土の化学性を検討することはもちろん重要
だが，物理性を検討することも同じくらい重要なのは言
うまでもない．我々の分野では常識である．結局のとこ
ろ，世間一般から見ると，土壌物理学はまだマイナーな
のだと私は思った．当時は学生向けの基礎的な専門書も
ほとんどなかった．実際，私は農業試験場で働いている
とき，わかりやすい専門書を探すのに苦労し，わからな
いことは大学でお世話になった先生に何度も相談にのっ
てもらったものである．そのため，5 年程前，朝倉書店

1 宮城大学食産業学部
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から学部学生向けの「土壌物理学」が発刊されたときは，
とても心強く思った．この本は自分の知識を再確認する
のに大きく役立った．専門的な知識がほとんどなくても
土壌物理学の知識が習得できる専門書が誕生したことは
この分野にとって本当に意義のあることだと思った．

農業試験場で働いた後，私は大学の教員になり，土に
ついて教えることになった．初めはなかなかうまく講義
ができなかったが，しばらくして学生に土が身近な存在
であることを伝えれば結構うまくいくことに気がつい
た．小学生か中学生のころ，国語辞典でいろいろな語句
を調べて遊んだ人は多いと思うが，大人になって「土」
を辞書で引いてみると，これがなかなかおもしろい．土
が我々の身近な存在であることをあらためて気づかせて
くれるのである．私が持っている辞書で「土（つち）」を
引くと，「①地球の外側の土石の総称．大地，②岩石が
分解して粉末状になったもの．土壌，③地面」と書いて
ある．その後がなかなかおもしろい．地価がとても高い
ことのたとえは「土一升に金一升」，相撲で負けること
は「土が付く」と書いてある．へえそんな諺があったの
だなと思う．また，確かに相撲で負けることを土が付く
と言うよなと思う．他にも探してみると，「土弄り（つち
いじり）」，「土忌み（つちいさみ）」，「土臭い（つちくさ
い）」，「土塊（つちくれ）」，「土付かず（つちつかず）」，
「土踏まず（つちふまず）」などがある．「土忌み」以外
は今でもなじみのある言葉ではなかろうか．私もよくこ
の鰻は少し土臭いなどと使っている．「土（ど）」で辞書
を引くとさらにおもしろい．「土（ど）」には，国，領地，
故郷など，「土（つち）」よりも広い意味があり，熟語も
多い．例えば，「土下座」，「土手」，「土語」，「土民」，「土
木」，「土台」，「土用」，「土地」，「土音」，「土俗」，「土風」，
「土葬」，「土質」，「土壌」などがある．「土星」という星
まである．土星はローマ神話では農業の神様である．講
義で学生に話すと，「へえ」という顔をしてくれる．漢和
辞典で「土」にまつわる漢字を引いてみるのもおもしろ
い．「地」，「坪」，「域」などはすぐに連想できるが，私が
少し意外だと思ったのは「塩」である．塩分の多い土地
が語源になっているようだが，塩というと海を連想する
人が大半なのではないだろうか．意外な身近なところに
も土がある．

「土」という小説もある．農民文学の名作として有名
な長塚節の小説である．この小説を批評した夏目漱石も
書いているが，実際に読んでみるとかなりこの小説は読
みづらい．物語性が軽視されていると思うくらい土語，
土風，農民生活がこと細かく描写され，話がなかなか進
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まないのである．物語性が重視され，読みやすくおもし
ろい最近の小説とは違う．この小説の題名は「土（つち）」
だが，私は「土（ど）」の方がしっくり来る．何度か読み
直すと，この小説は「土（ど）」をこと細かに描写した結
果，生まれたのではないかと思えてくる．また，登場人
物も「土（ど）」の一部として画かれていることに気づか

される．村上春樹や伊坂幸太郎なども悪くないが，土を
学ぶなら読んでおくべき小説だと学生に話している．

土が人間の身近な存在であることを一般の人々にどう
伝えたらよいのか．そろそろじっくりと考えてみたいと
思う．



I. 2010（H22）年度第 3回事務局会議
日 時：2010年 7月 3日（土）
場 所：鳥取大学　附属図書館
出 席：井上会長，諸泉編集委員長，森会計幹事，

猪迫庶務幹事，木原庶務幹事
議 題：

1. 学会大会について
(1) シンポジウムタイトルの変更
(2) スケジュール（案）
(3) 大会関係の資料確認

2. 次期役員等について
3. 評議員選挙について
4. その他

(1) 学術振興会からの学会賞推薦依頼について意
見交換

(2) 土壌肥料学会員との連携について意見交換

II. 2010（H22）年度第 4回事務局会議
日 時：2010年 9月 17日（金）
場 所：鳥取大学　農学部
出 席：井上会長，諸泉編集委員長，森会計幹事，

猪迫庶務幹事，木原庶務幹事
議 題：

1. 学会大会について
(1) 発表原稿について
(2) 要旨集 &ポスターについて
(3) 学会賞選考委員会
(4) 評議員会と総会準備について
(5) 会場受付体制について
(6) シンポジウムについて
(7) 会場手配について
(8) 企業展示と要旨集の広告について

2. 評議員選挙について
3. 日本地球惑星科学連合の学協会長会議への対応に
ついて

III. 2010（H22）年度第 5回事務局会議
日 時：2010年 10月 8日（金）
場 所：鳥取大学　農学部
出 席：井上会長，諸泉編集委員長，猪迫庶務幹事，

木原庶務幹事
議 題：

1. 大会準備について

IV. 2010（H22）年度第 1回評議員会
日 時：2010年 10月 23日（土曜日）
場 所：鳥取大学　農学部

出 席：井上会長，諸泉編集委員長，筑紫学会賞選考
委員長
評議員 /川本，塩沢，長，西村，登尾，
長谷川，原口，溝口，森，渡辺
幹事 /猪迫，木原，藤巻

議 題：

1. 審議事項
(1) 2010年度事業計画（案）（庶務幹事）
(2) 2009 年度会計決算（案）· 監査報告（会計幹
事）·（会計監査）

(3) 2010年度会計予算（案）（会計幹事）
(4) 2010年度学会大会（プログラム）について（庶
務幹事）

(5) 2010年度学会賞（論文賞）候補者について（選
考委員長）

(6) 総会議長について（庶務幹事）
上記 (1)∼(6)まで審議の上，了承された．
(7) 平成 23～24 年度　土壌物理学会　次期役員
（案）（選挙管理委員長，庶務幹事）
会則第 6 条の (2) イに則り，15 名の評議員
が選挙により選出されたことが確認 · 了承さ
れた。
次期会長，副会長，編集委員長の人事案が事
務局より提示され，了承された。
今回案を提示できなかった評議員（会長委嘱）
および会計監査，幹事について，後日事務局
より評議員へ提示し，持ち回り（電子）評議員
会で決定することが確認された。

(8) シニア会員の設置（庶務幹事）
シニア会員の認定基準，会費について意見交
換し，後日の持ち回り（電子）評議員会で具体
案を検討の上，決定することとした。

(9) その他
地球科学惑星連合（JPGU）の年次大会におけ
るセッションの協賛について，学会として 1
セッションの協賛を了承した。学会費納入率
の向上策について意見交換した。

2. 報告事項
(1)会員動向（会計幹事）
(2)編集委員会報告（編集委員長）
(3)その他

V. 2010（H22）年度総会
日 時：2010年 10月 23日（土）
場 所：鳥取大学　農学部　大講義室

1. 議長選任
2. 2010年度事業計画（案）　　　　　　　
3. 2009年度会計決算（案）·監査報告
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4. 2010年度会計予算（案）
5. 2010年度土壌物理学会大会（プログラム）
6. 2010年度学会賞（論文賞）

◦ 森本　聡　氏　 DOWAエコシステム（株）
◦ 永田　修　氏　北海道農業研究センター
◦ 川本　健　氏　埼玉大学大学院　工学研究科
◦ 長谷川周一氏　北海道大学大学院　農学研究科
「泥炭林土壌の温室効果ガスの生成と消失」

7. 平成 23 ∼ 24年度　土壌物理学会　次期役員（案）
8. その他
9. 議長解任

VI. 2010（H22）年度第 2回編集委員会
開催形式：電子会議
日 時：質疑応答 ·討論

2010年 10月 27日 ∼11月 3日

採決
2010年 11月 4日 ∼11月 10日

出席委員：諸泉利嗣，江口定夫，川本　健，北川　厳，
小杉賢一朗，斉藤広隆，鈴木伸治，近森秀高，
取出伸夫，中村公人，中矢哲郎，原口暢朗，
藤川智紀，望月秀俊，渡辺晋生
（委員 15名中 15名参加：成立）

◦議事内容

1. 編集委員会事務局より提案のあった「土壌の物理
性 116号」発行計画が全会一致で承認された．

2. その他
(1) 日本地球惑星科学連合 2011 年大会における
土壌物理学会共催セッション「地質媒体にお
ける物質移動と環境評価」の特集号を「土壌
の物理性」で組みたいとの提案があった．
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VII. 2009年度会計収入 ·支出決算と会計報告
自 2009. 4. 1

至 2010. 3.31

収入の部

項　　目 予算額 決算額 増　　減 備　　考

繰越金 3,612,267 3,612,267 0

正会員会費 1,487,200 1,108,000 ▲ 379,200 正会員 201端数振込み 2500

学生会員会費 60,000 15,000 ▲ 45,000 学生 5

賛助会費 180,000 240,000 60,000 賛助会員 8

外国会員会費 22,000 5,500 ▲ 16,500 外国 1

出版物売上 350,000 261,863 ▲ 88,137 購読会費 35

雑収入 488,533 810,973 322,440
184,000 シンポ参加費，203,000 情報交換会費，
別刷り，学術会議協賛金等

合　　計 6,200,000 6,053,603 ▲ 146,397

▲：収入減

支出の部

項　　目 当年度予算 決算額 増　　減 備　　考

会誌製作費 1,950,000 1,847,435 102,565 会誌 111（650 部，75 万），112·113
（500 部，60 万円ずつ）

総会，シンポジウム費 1,200,000 554,212 645,788 総会，シンポジウム開催費，評議員会等

通信費 60,000 33,576 26,424 バックナンバー，請求書送付料等

文具費 100,000 524 99,476 事務文具など

賃金 100,000 48,000 52,000 業務，シンポジウム手伝料等

交通費 300,000 129,600 170,400 交通費等

会議費 250,000 0 250,000 事務局会議費

幹事手当 60,000 60,000 0 幹事 4名分

編集委員会費 100,000 0 100,000 編集関係通信費等

広報関連費 20,000 0 20,000 院生 ·学生 · 若手研究者等への広報活動他
（2004 年度新設）

学会賞選考委員会費 50,000 35,290 14,710 学会賞選考委員会会議費，賞状 ·記念品代等
企画準備委員会費 0 0 0

選挙管理委員会費 0 0 0

業務委託費 0 0 0

予備費 2,010,000 16,785 1,993,215

決算額合計 6,200,000 2,725,422 3,474,578

次年度繰越金 − 3,328,181 −
合　　計 6,200,000 6,053,603 ▲ 146,397

▲：当年度支出増



44 土壌の物理性　第 116号　 (2010)

VIII. 2010年度会計予算
自 2010. 4. 1

至 2011. 3.31

収入の部

項　　目 予算額 備　　考

繰越金 3,328,181

正会員会費 1,478,400 336人 × 5,500円 × 0.8 = 1,478,400円

学生会員会費 57,600 24人 × 3,000円 × 0.8 = 57,600円

賛助会費 162,000 9社 × 22,500円 × 0.8 = 162,000円

外国会員会費 22,000 5人 × 5,500円 = 27,500円 × 0.8

出版物売上 350,000 購読会費，バックナンバー売り上げ，用語事典売り上げ

雑収入 651,819 広告料（60,000），シンポ参加費（約 90 人），情報交換会費（約 60人），
別刷，利息等

合　　計 6,050,000

支出の部

項　　目 当年度予算 前年度予算 増　　減 備　　考

会誌製作費 1,800,000 1,950,000 ▲ 150,000 会誌 114，115，116号発行料等（1号 500 部
約 60 万円）

総会，シンポジウム費 1,200,000 1,200,000 0 総会，シンポジウム開催費，評議員会等

通信費 60,000 60,000 0 バックナンバー，請求書送付料等

文具費 100,000 100,000 0 封筒代等

賃金 100,000 100,000 0 業務，シンポジウム手伝料等

交通費 300,000 300,000 0 交通費等

会議費 250,000 250,000 0 事務局会議費

幹事手当 60,000 60,000 0 幹事 3人分

編集委員会費 100,000 100,000 0 編集関係通信費等

広報関連費 20,000 20,000 0 院生 · 学生 ·若手研究者等への広報活動他
（2004 年度新設）

学会賞選考委員会費 50,000 50,000 0 学会賞選考委員会会議費，賞状 · 記念品代等

企画準備委員会費 0 0 0

選管委員会費 80,000 0 80,000

業務委託費 0 0 0

予備費 1,930,000 2,010,000 ▲ 80,000

合　計 6,050,000 6,200,000 ▲ 150,000

▲：当年度減
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IX. 2009年度会計監査報告書

2010年 4月 8日

土壌物理学会

会長　井上光弘　殿

土壌物理学会

会計監査

会計監査報告

2009年度，土壌物理学会会計の収入支出決算書ならびに関係帳簿類について，2019年 4月 8日に厳正に監査を

行った結果，それらの執行は適正であり，提出のとおり相違ないことを確認した．

X.会員消息（2010年 11月 15日まで）

入会 正 会 員 木村園子ドロテア
正 会 員 藤川 真治
正 会 員 柳井 洋介
正 会 員 石坂 信吉
正 会 員 白 艶梅
正 会 員 赤羽 幾子
学生会員 Pham Viet Dung
学生会員 三村 佳織
学生会員 窪田 慎一
学生会員 槙野 良介
学生会員 福島 未希
学生会員 矢野 ゆかり
学生会員 安永 敬吾
学生会員 竹下 尚志
学生会員 松田 亮二
学生会員 西崎 光
学生会員 西原 光俊
学生会員 東條 雅行
購読会員 秋田県立大学　図書 ·情報センター

（秋田キャンパス）

退会 正 会 員 永井 嘉和
正 会 員 在原 克之
正 会 員 加納 利博
正 会 員 斎藤 公三
正 会 員 細野 衛
正 会 員 梁 偉立
正 会 員 長野間 宏
正 会 員 金木 亮一
正 会 員 杉本 雄一
正 会 員 飯塚 健仁
正 会 員 村上 大亮（変更届が無いため，

退会処理）

現在会員数（2010年 11月 15日現在）
正会員数（国内） ：331

同 （海外） ： 5
学生会員数 ： 36
賛助会員数 ： 9

—————————————-
小 計 ：381

購読会員数 ： 48
—————————————-

合 計 ：429
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—編集後記—

先日，AGU（American Geophysical Union）からメー
ルが届きました．AGU が刊行している学術誌の定期購
読についてのお知らせで，電子ジャーナルへのアクセス
権付きの印刷媒体購読サービスの提供は来年から停止す
る，というものでした．

このメールが届く 1 週間程前，AGU から送られてき
たWater Resources Research（WRR）を見て驚きました．
大きさは同じですが，レイアウトが横置きに変わってい
たのです．これまでも乱丁があったとかで同じ巻が 2度
送られてきたこともありましたので，どうせ，印刷ミス
か何かだろうと思って開いてみると，これまでの縦置き
2ページ分を縮小して横置き 1ページに収めてありまし
た．字はかなり小さく，まだかろうじて遠視ではない私
の目でもかなり読みにくい印象です．

同封されていた手紙には，「印刷費用の高騰に対処す
るために，このように体裁を変えた」というようなこと
が書いてありました．コストがかかる紙媒体による発行
部数をできるだけ縮小し，電子ジャーナルにウェイトを
移していくのでしょう．

日本の学会については，研究講演会の要旨集は別と
して，紙媒体の論文集の発行を停止または縮小する，と
いう話はあまり聞いたことがありません．しかし，電子
ジャーナル化は進んでいるので，紙媒体の部数縮小の
傾向は，いずれ国内でも進むだろうと思います．景気は
悪いし，会員数は増えないし，賛助会員も寄付も減る一
方 . . . となれば，何らかの経費節減がさらに必要になる
でしょう．お金がかかる印刷費の圧縮は効果的な対策
です．

こういった論文集の電子ジャーナル化のおかげで，
ここ数年，論文はずいぶんと手に入れやすくなりまし
た．どの学術誌についてもバックナンバーも含めて電子
ジャーナル化が急速に進み，PCからキーワードを打ち

込んで検索すれば，大概のものは見つかります．PDF
ファイルがダウンロードできれば，保管スペースも節約
できます．興味がある研究テーマの論文が出れば，メー
ルアラートで知らせてくれます．

一方，大学の図書館は，海外の学術出版社が提供する
電子ジャーナルサービスに莫大な契約料を支払っていま
す．しかも，すべての論文集の論文をダウンロードでき
る訳ではありません．すぐにダウンロードできない論文
は，他大学や他の研究機関に文献複写を依頼するか，個
別の論文にお金を払ってダウンロードすれば入手できま
すが，一度電子ジャーナルの便利さを知ってしまうと，
とてつもなく面倒くさく思えます．

契約料は年々高騰しており，今年読める電子ジャーナ
ルが来年も読める保証はありません．一度お金を払って
手に入れた紙媒体の論文集は，紛失や廃棄をしない限り
永久に閲覧できます．しかし，電子ジャーナルは，もし
契約料を支払えなくなれば，そのジャーナルは図書館か
ら全て「消失」します．

個人で購入してきたWRRは，ある日突然読めなくな
ることが怖くて，毎年，紙媒体も送ってもらっていまし
たが，実際は，ほとんどの場合，電子ジャーナルにアク
セスして読んでいます．来年以降は，紙媒体の購入は考
え直す必要がありそうです．

「論文を読むこと」については，「利便性」と「確実
に読めること」との二者択一になっては困ります．何と
か「便利で確実に読める」対策を考えておく必要があり
ます．

平成 14年に，当時，岡山大学におられた成岡市先生に
お誘いいただいて本学会に入会し早 8年．今号では，土
壌物理にはやや門外漢気味の私が編集後記の執筆を仰せ
つかりました．

雑文，お許しください．

近森秀高（編集委員）



土壌物理学会

事務局構成 会 長 井上 光弘 （鳥取大学）
副 会 長 加藤 英孝 （（独）農業環境技術研究所）
庶務幹事 木原 康孝 （島根大学）
庶務幹事（会長付き） 猪迫 耕二 （鳥取大学）
会計幹事 森 也寸志 （島根大学）
編集幹事 藤巻 晴行 （鳥取大学）
会計監査 石黒 宗秀 （岡山大学）

増永 二之 （島根大学）
編集委員会 委 員 長 諸泉 利嗣 （岡山大学）

委 員 江口 定夫 （（独）農業環境技術研究所）
川本 健 （埼玉大学）
北川 厳 （（独）農業 ·食品産業技術総合研究機構）
小杉 賢一朗 （京都大学）
斉藤 広隆 （東京農工大学）
鈴木 伸治 （東京農業大学）
近森 秀高 （岡山大学）
取出 伸夫 （三重大学）
中村 公人 （京都大学）
中矢 哲郎 （（独）農業 ·食品産業技術総合研究機構）
原口 暢朗 （（独）農業 ·食品産業技術総合研究機構）
藤川 智紀 （東京農業大学）
望月 秀俊 （（独）農業 ·食品産業技術総合研究機構）
渡辺 晋生 （三重大学）



土壌物理学会会則

第 1条 本学会は土壌物理学会 (Japanese Society of Soil
Physics)と称する．

第 2条 本学会は土壌物理に関する研究の進歩と普及を図
り，農業技術及び環境科学の発展に貢献することを
目的とする．

第 3条 本学会はその目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 研究発表会，討論会および見学会などの開催
(2) 学会誌「土壌の物理性 (Journal of the Japanese Soci-

ety of Soil Physics)」並びにその他の印刷物の発行
(3) 内外の研究，技術の交流及び他の学会，諸団体との
協力

(4) 優れた論文に対する表彰
(5) その他，本学会の目的を達成するために必要な事業

第 4条 本学会の会員は，正会員，学生会員及び賛助会員，
購読会員の 4種類とする．会員となるには，評議員
会の承認を受けなければならない．退会するには，
その旨を本学会に書面により届け出なければなら
ない．

第 5条 会員は次の会費を所定の期日までに納めるものとす
る．
正会員 年額 5,500円
学生会員 年額 3,000円
（大学院生を含む）
賛助会員 一口年額 22,500円
購読会員 会誌年額 7,500円
広告料 賛助会員 15,000円
賛助会員以外 22,500円

第 6条 本学会に次の役員をおく．任期は 2 年とする．た
だし，3期連続の重任は認めない．選出方法は次に
よる．

(1) 会長 1名，副会長 1名，編集委員長 1名
正会員の中から評議員会によって選出される．

(2) 評議員
イ 15名　正会員の中から選挙によって選出される．
ロ 3名以内を会長が正会員の中から委嘱する．

(3) 会計監査 2名
正会員の中から評議員会によって選出される．

(4) 幹事若干名
若干名の庶務，会計，編集の幹事を会長が委嘱する．

第 7条 会長は毎年 1 回以上総会並びに評議員会を招集
する．

(1) 総会は本学会の最高議決機関であって，事業計画，
予算 ·決算，会則の変更等を決定する．総会は正会
員及び学生会員で構成される．

(2) 評議員会は，会員の選挙によらない役員の選出，総
会議案，その他の重要事項を検討する．評議員会の
議長は会長がこれにあたる．

(3) 総会及び評議員会の議決は委任状を含む多数決とす
る．ただし，会則の変更は，総会出席者の 3分の 2
以上の賛成を要する．

第 8条 本学会の会務は，評議員会及び総会の議を経て，会
長，副会長，編集委員長及び幹事がこれを執行する．
会務執行に必要な規程は別に定める．

第 9条 本学会に次の委員会をおく．
(1) 選挙管理委員会
正会員の中から評議員会によって選出され，本学会
の評議員選挙を管理する．

(2) 編集委員会
正会員の中から評議員会によって選出される委員に
よって構成され，学会誌その他の印刷物の編集に当
たる．

(3) 学会賞選考委員会 正会員の中から評議員会によっ
て選出される委員によって構成され，学会賞を選考
する．

第 10条 本学会の経費は会費その他の収入を持ってあてる．
本学会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月
31日に終わる．

附則
(1) 本学会の連絡先は，これを当分の間次に置く．
　〒690-8504島根県松江市西川津町 1060
　島根大学生物資源科学部　内

(2) 本会則は，2009年 4月 1日より施行する．
(2008.10.18改正)

「土壌の物理性」投稿規定

1. 筆頭著者は本学会会員であること．
2. 投稿原稿の区分と規定ページは下記による．

1) 「論文」(Original papers)：独創性があり，土壌
の物理性に関する研究および技術の進歩に寄与
すると見なされるもの．一編ごとに論文として
の構成を整えていて，他誌に未発表のものに限
る．規定ページを刷り上がり 6 ページ以内と
する．

2)「研究ノート」(Notes)：土壌の物理性に関する新
しい事実や研究方法の改良などの短い報告で，
独創性があり他誌に未発表のもの．規定ページ
を刷り上がり 4ページ以内とする．

3) 「総説」(Reviews)：土壌の物理性に関する主題
について，それまでの研究を総括し，今後の発
展方向を展望するもの．規定ページを刷り上が
り 6ページ以内とする．

4) 「解説」(Lectures)：土壌の物理性に関する諸事
項の理解を計るための平易な解説，ならびに研
究技術の普及交換を進めるための紹介など．規
定ページを刷り上がり 6ページ以内とする．

5) 「研究紹介」(My research)：現在行っている研
究，他の学会誌等に掲載された論文，研究上の
工夫などについての平易な紹介．規定ページを
刷り上がり 6ページ以内とする．

6) 「資料」(Miscellaneous)：広く会員の参考とな
る報告や情報．規定ページを刷り上がり 6ペー
ジ以内とする．

7) 「土粒子」(Readers’ column)：「土壌の物理性」
周辺のことについての随想や意見など．規定
ページを刷り上がり 2ページ以内とする．

8) 「講座」(Lecture series)：「解説」と本質的な違
いはないが，特に編集委員会が企画して複数回
にわたって行うものを指す．規定ページを刷り
上がり 6ページ以内とする．

9) 「特集」(Topics)：「解説」，「総説」，「論文」が
混在したもので，特に編集委員会が企画して複
数回にわたって行うものを指す．規定ページを
刷り上がり 6ページ以内とする．

10) 「書評」(Book reviews)：規定ページを刷り上が
り 2ページ以内とする．

11) 「巻頭言」(Foreword)：規定ページを刷り上が
り 2ページ以内とする．
なお，上記区分において，編集委員会が会員ま
たは会員以外に投稿依頼することがある．

3. 原稿の採否は編集委員会が決定する．編集委員会
は，「論文」および「研究ノート」については 2名，
その他の投稿原稿には 1名の閲読者を選んで閲読を
依頼する．ただし，「土粒子」，「書評」，「巻頭言」に
ついては，この限りでない．

4. 投稿原稿が 2．に記す規定ページを越える場合には，
1ページあたり 15,000円を著者負担とする．また，
カラー印刷の場合は実費を著者負担とする．

5. 投稿する場合は、投稿原稿（本文，図表含む）およ
び原稿送り状（別紙書式）の PDFファイルを編集委
員長宛に提出する．ただし、編集委員会が別途指示
した場合はこの限りではない．

6. 投稿原稿を受け付けた場合，編集委員会は速やかに
受付番号と受付日付を明示した電子メールまたは書
状を投稿者に送る．また，投稿原稿の掲載を決定し
た場合，最終原稿を受領したのちに受理日付を明示
した書状を著者に送付する．

7. 著者に対して修正を求めた原稿が，特別な事情な
く 6ヶ月以内に再提出されないときは取り下げと見
なす．

8. 著者校正は初校のみとする．また，特に申し出がな
い限り印刷ずみの原稿は返さない．

9. 掲載された原稿の PDFファイルを著者に贈呈する．
また，著者は別刷りを印刷業者から購入することが
できる．

10. 本誌に掲載された原稿の著作権は土壌物理学会に帰
属する．

(2009.12. 1改正)



「土壌の物理性」原稿執筆要領

1. 原稿は，日本語または英語で執筆する．
2. 日本語の原稿は，A4判，25字，23行とし，上下左
右に 30 mm 以上の余白をとる（4 枚で 1 ページに
なる）．

3. 日本語の投稿原稿（ただし，書評は除く）は，はじ
めに日本語で表題，著者名を書き，そのあとに英語
で表題と著者名（フルネーム），所属機関，所在地を
書いてから本文を書き始める．また，第 1ページ下
の脚注に，日本語で所属機関と所在地，5個以内の
キーワードを書く．

4. 日本語の論文および研究ノートは，英語による所属
機関・所在地表記と本文の間に英語で 175 words程
度の Abstractと 5個以内の Key wordsを入れる．

5. 日本語の投稿原稿（ただし，資料と土粒子，書評を
除く）は，本文の後に日本語で 350字程度の要旨を
つける．

6. 英語の原稿は，A4 判，ダブルスペースで作成する
（約 600 wordsで 1ページになる）．

7. 英語の投稿原稿（ただし，書評は除く）は，はじめ
にManuscript title，Full names of authors，Address
of institutions of authorsを書いてから本文を書き始
める．

8. 英語の投稿原稿（ただし，資料と土粒子，書評を除
く）は，Address of institutions of authors と本文の
間に 175 words程度の英文 Abstractと 5個以内の英
語の Key wordsを入れる．

9. 英語の投稿原稿（ただし，書評は除く）は，本文の
後に日本語で表題と著者名，所属機関，所在地，350
字程度の要旨，5個以内のキーワードをつける．な
お，著者が外国人のみのために日本語部分の作成が
困難な場合，英語部分からの和訳により，編集委員
会の責任でこれらを作成する．

10. 原稿には，閲読作業の効率化を図るため，本文に行
番号を 5行毎に書き入れる．

11. 英語の適正化はすべて著者の責任において行うこ
と．自然科学論文の執筆や校正に経験のある英語の
ネイティブスピーカーによってチェックされている
事が望ましい．

12. 閲読終了後に最終原稿を提出するときには，編集委
員会が指示する形式・媒体の文書ファイルを同時に
送付する．

13. 本文は，章の見出しを 1.，2.，3.，節の見出しを 1.1，
1.2，1.3，項の見出しを 1.1.1，1.1.2，1.1.3のように
する．

14. ゴシック，イタリック等の字体や上付き，下付き文
字など，まぎらわしい文字は，誤植防止のため鉛筆
で指定する．

15. 略語，略号を使うときには，はじめにそれが出たと
きに正式名称とともに示す（例：陽イオン交換容量
(CEC)）．

16. 単位の使い方は，国際単位系 (SI)による．
17. 日本語の原稿では，図，表，写真の番号は図 1，表

2，写真 3 のように書く．英語を並記する場合は，
Fig. 1，Table 2，Photo. 3 のように書く．英語の原
稿では，図・写真とも Fig. 1，表は Table 2のように
書く．

18. 日本語の論文，研究ノートの場合，図，表，写真の
題名には英語を併記する．

19. 図，表，写真は必要最小限度とし，同一事項を表と
図に重複して表示する事は避ける．

20. 図，表，写真は 1枚毎に A4判で作成するか，また
は A4判の紙に貼り付ける．余白に著者名と図表等
の番号を鉛筆で記す．

21. 図と写真はそのまま製版されるので，鮮明なものを
提出する．

22. 図は 1/2 倍などとおよその縮小率を指定し，2 倍く
らいに大きく書く．図の線の太さや文字の大きさ
は，刷り上がりの大きさを考慮して決める．

23. 地図や顕微鏡写真には定尺をつけ，縮尺や倍率はつ
けない．

24. 図，表，写真の番号と題名は，別紙にまとめて一覧
表とする．

25. 本文中で文献を引用する場合は，著者名（西暦），ま
たは（著者名，西暦）とする（例：Tanaka (1994),

(Nakamura and Suzuki, 1981)）．著者が 3 名以上の
場合は第 1著者名のあとに—ら，または et al.をつ
ける（例：山田ら (1978)，(Tayler et al., 1945)）．

26. 引用文献は，本文のあとに著者名の ABC順に書く．
未発表，私信は引用文献として記載しない．

27. 引用文献の書き方は以下のようにする．
Bouma, J. and Dekker, L. W. (1978): A case study on
infiltration into dry clay soil, I. Morphological obser-
vations. Geoderma, 20: 27–40.
FAO (1988): Revised legend of the FAO-UNESCO
Soil Map of the World. p.119, FAO, Roma.
（雑誌のページには p. や pp. をつけない．本の単数
ページを示す場合には p.，複数ページを示す場合に
は pp.をつける）

28. 本要項のほか，科学技術情報流通技術基準 (SIST)に
準拠する．

(2004. 6.29改正)

[土壌物理分野の SI使用例]
国際単位系（SI）については多くの出版物で解説さ
れているので，ここには，土壌物理に特に関連の深い
単位の使用例を示す．

推奨される単位 認められる単位

含水比 kg kg−1 *
体積含水率 m3 m−3

体積 m3 L, cm3, mL
密度 kg m−3, Mg m−3

濃度 kg m−3, Mg m−3 g L−1, mg L−1

モル濃度 mol m−3 mol L−1

力 N
水分ポテンシャル J kg−1 kPa, m, cm, **
透水係数 m s−1 cm s−1

イオン交換容量 molc kg−1, cmolc kg−1

回転数 s−1 min−1

収量 kg m−2 kg ha−1,Mg ha−1,t ha−1

* % 表示は，原則として分母と分子の内容が同じものの場
合にだけ用いる．

** cm H2Oは使わない．
その他，疑問のあるものについては意見を聞いて編集委
員会で検討する．

(2000. 3.10改正)

「土壌の物理性」投稿案内

1. 投稿原稿に対する基本方針
　編集委員会は常に会員からの自主投稿を歓迎する
と共に，投稿された原稿をなるべく早く，できるだ
け掲載する方向で処理したいと考えています．ただ
し，「土壌の物理性」に掲載する原稿は読者にとって
有益かつ完成したものであることが必要です．編集
委員会は，投稿原稿が「土壌の物理性」に掲載する
のにふさわしい内容を持つ原稿であるかどうかを基
準として，掲載の可否を判断します．なお，他誌と
の二重投稿は認められません．

2. 投稿原稿に求められるもの　投稿に当たっては，「投
稿案内」と共に「投稿規定」「原稿執筆要領」をよく
読んでそれに従うと共に，閲読者が多忙な中で時間
を割くことをよく理解して最大限に努力して完成し
た原稿としてから投稿して下さい．投稿原稿に求め
られるものは下の通りです．

(1)内容について
1) オリジナリティーがあること（論文，研究ノー
トの場合）．

2) 本誌の読者にとって有益であること．
3) 導入，研究手法から結論に至る過程に論理性が
あること．

(2)表現について
1) 原稿全体の構成が整っていること．
2) 表題が適切であること．
3) 文章表現が適切であること．
4) 英文アブストラクトや和文要旨が適切である
こと．

5) SI単位や記号の使い方が適切であること．
6) キーワードが適切であること．
7) 英語の表現が適切であること．



3. 投稿原稿の受付
　編集委員会は投稿原稿が体裁上最小限必要とする
条件を満たしていることを確認した後，原稿を受け
付けます．条件を満たしていない場合には，著者へ
の問い合わせ，もしくは原稿を受け付けずそのまま
返稿する場合があります．

4. 閲読の目的と姿勢
　編集委員会は受け付けた投稿原稿が「土壌の物理
性」へ掲載するのにふさわしいかどうかを判定する
資料を得るために閲読を行います．編集委員会は適
任の閲読者を選定し，閲読を依頼します．　編集委
員会は閲読者に対して特に次の点について注意をお
願いしています．

1) 原稿の内容に対する責任は著者にあること．ま
た，原稿の価値は読者が判断するものである
こと．

2) 閲読は内容の批判や討議を行うものではないこ
と．従って，見解の相違は掲載不適の理由にな
らないこと．

3) 閲読者は投稿者に対して研究指導する立場にな
いこと．従って，新たな実験や計算の追加要求
などは極力避けること．

4) 閲読依頼期限を厳守すること．
　閲読者から出された問題点について，編集委
員会は原稿が投稿原稿に求められるものを満た
すために必要に応じて著者に修正を求めます．
ただし，これは著者に対する指導や助言ではあ
りません．原稿の内容に対する責任はあくまで
著者にあります．

5. 閲読の手順と投稿原稿の採否
(1) 編集委員会は論文，研究ノートについては 2 人，
その他の区分の投稿原稿については 1人の適任者
へ閲読を依頼します．

(2)閲読者は「2」の投稿原稿に求められる各項目につ
いて投稿原稿を評価し，閲読結果を全体意見およ
び個別指摘事項と共に編集委員会へ報告します．

(3)編集委員会は閲読結果を審議し，投稿原稿の採否
を決定します．この際，論文・研究ノートについ
ては原則として下のように取り扱います．

1) 閲読者 2 名とも総合判定が A（このまま掲載
可）の場合には，閲読結果を受け取った日付で
原稿を受理（掲載決定）します．

2) 1 名の総合判定は A ，もう 1 名は B（指摘の
点が修正されれば掲載可）の場合，または 2名
とも Bの場合には，指摘事項について著者に比
較的小さな修正を求めます．修正原稿が提出さ
れ，編集委員会が修正内容を確認した時点で受
理します．

3) 1名の総合判定は B，もう 1名は C（指摘の点
が修正された後，再閲読する必要あり）の場合，
または 2名とも Cの場合には，指摘事項につい
て著者にやや大きな修正を求めます．提出され
た修正原稿は再び閲読を行います．

4) 1名の総合判定が D（掲載不適）の場合には，第
3の閲読者に判定を依頼することを含め，編集
委員会が対応を判断します．

5) 2名の総合判定とも Dの場合には，その理由を
付けて著者へ返稿します．

6) 閲読は 2回までとし，再閲読においても Cまた
は Dの判定がある場合には，編集委員会が対応
を判断します．

(4) 閲読結果の総合判定を D とする理由は次のよう
なものです．

1) 既発表とみなされるもの．
2) 重要な部分に根本的な誤りがあるもの．
3) 事実に基づいた内容ではなく，単なる主観が述
べられているに過ぎないもの（論文，研究ノー
トの場合）．

4) 通説が述べられているだけで，新しい知見が全
くないもの（論文，研究ノートの場合）．

5) 修正を要する根本的な指摘事項を多く含んでい
るもの．

6) 連載形式で構成されており，1編ごとに独立し
たものと認めがたいもの．

7) 全体構成や文章が粗雑で，内容の判定ができな
いもの．

8) 内容が本誌の趣旨に合わないもの．
9) その他，本誌に掲載する原稿としてふさわしく
ないもの．

6. その他
1) 共著者は全員が原稿に責任を負って下さい．共
著者がいるにもかかわらず，その共著者が原稿
を読んでないと判断されるような基本的なミス
がある場合には，閲読を中止して返稿すること
があります．

2) 修正原稿を返送する場合には，修正結果がすぐ
に分かるような回答書（指摘事項に対応した修
正箇所・内容一覧）を作成し，添付して下さい．

3) 原稿は一度印刷公表されると末永く評価と批
判の対象になります．閲読意見に対しては極力
冷静かつ慎重に対処して下さい．誤解があった
場合には，その誤解を解くだけでなく，誤解を
受けないような書き方に改める努力が求められ
ます．

4) 「掲載不適」で返稿された原稿を再投稿する場
合は新規投稿扱いとなります．「掲載不適」と
した理由を十分に確認・検討の上，再投稿して
下さい．

(2004. 6.29改正)

「土壌の物理性」閲読の手引き

1. 閲読依頼期限の厳守をお願い致します．万一，期限
内に閲読が困難な場合には，速やかに編集委員会事
務局へ連絡して下さい．

2. 「投稿案内」において，下のものを投稿原稿に求め
ています．閲読においても，これらをその基準とし
ます．

(1)内容について
1) オリジナリティーがあること（論文，研究ノー
トの場合）．

2) 本誌の読者にとって有益であること．
3) 導入，研究手法から結論に至る過程に論理性が
あること．

(2)表現について
1) 原稿全体の構成が整っていること．
2) 文章表現が適切であること．
3) 表題が適切であること．
4) 英文アブストラクトや和文要旨が適切である
こと．

5) SI単位や記号の使い方が適切であること．
6) キーワードが適切であること．
7) 英語の表現が適切であること．

3. 「掲載不適」とする理由としては，下のようなもの
が挙げられます．

1) 既発表とみなされるもの．
2) 重要な部分に根本的な誤りがあるもの．
3) 事実に基づいた内容ではなく，単なる主観が述
べられているに過ぎないもの（論文，研究ノー
トの場合）．

4) 通説が述べられているだけで，新しい知見が全
くないもの（論文，研究ノートの場合）．

5) 修正を要する根本的な指摘事項を多く含んでい
るもの．

6) 連載形式で構成されており，1編ごとに独立し
たものと認めがたいもの．

7) 全体構成や文章が粗雑で，内容の判定ができな
いもの．

8) 内容が本誌の趣旨に合わないもの．
9) その他，本誌に掲載する原稿としてふさわしく
ないもの．

4. 原稿の内容に対する責任はあくまで著者にありま
す．また，原稿の価値は読者が判断するものです．

5. 閲読は内容の批判や討議を行うものではありませ
ん．従って，見解の相違は掲載不適の理由にはなり
ません．

6. 閲読者は投稿者に対して研究指導する立場にありま
せん．よって，新たな実験や計算の追加要求などは
極力避けて下さい．

7. 閲読者は著者と直接折衝をしないで下さい．著者と
の交渉はすべて編集委員会の責任で行います．



8. 閲読者として知り得た印刷前の原稿の内容はいか
なる形でも利用・引用等出来ません．厳にご注意下
さい．

9. 著者に修正を求めた後に再閲読で総合判定を D（掲
載不適）とすることは，閲読者にとっても著者に
とっても非生産的です．完成度の低い原稿などにお
いては，修正を求め再閲読を行うよりも「掲載不適」
として練り直してから新たに投稿するよう促した方
がよい場合があります．その場合には，「掲載不適」
の理由（「3」参照）を明示して下さい．個別指摘事
項への意見は不要です．

10. 閲読者から編集委員会へ意見等がある場合は，必ず
「編集委員会への意見」として別紙への記入をお願
いします．

（2003. 5.28改訂）

土壌物理学会学会賞規定

1. 種類　学会賞に論文賞と優秀ポスター賞をおく．
2. 論文賞の選考　論文賞は，年１回，以下の手順によ
り論文賞選考委員会「以下，選考委員会」で審査し，
評議員会で決定する．

(1)賞の対象とする論文は，「土壌の物理性」に，原則
として前年度（前年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31
日まで）に掲載された原著「論文」とする．

(2)審査対象とする論文は，以下のいずれかとする：
1) 選考委員会が (1) に該当する論文の中から第 1
次審査として選考したもの，　

2) (1) に該当する論文の中から正会員１名以上に
より推薦（自薦もしくは他薦）されたもの．

(3) (2)-2)に記す論文の推薦は，学会誌「土壌の物理
性」に公示された募集を受け，所定の書類を必要
部数揃え，期日までに学会事務局へ提出しなけれ
ばならない．

(4)選考委員会は，(2)に該当する論文の中から，第２
次審査として受賞候補論文（以下，候補論文）を
審査・選考し，評議員会へ付議する．

(5)評議員会では，候補論文が受賞に適格かどうかを
判定する．

3. 優秀ポスター賞の選考　優秀ポスター賞（以下，ポ
スター賞）は，年１回，以下の手順により決定する．

(1)選考の対象は，当該年度の土壌物理学会大会にお
いて発表されたポスターであって，筆頭者は会員
とする．ただし，ポスターの筆頭者が学生の場合
に限り，会員外であっても選考の対象に含める．

(2)ポスター賞は，(1)に該当するポスターの中から，
選考委員会および会員の投票により選考する．（5
件以下）

4. 表彰
(1) 論文賞は，通常総会において表彰を行う．また，
会誌上に公表する．

(2)ポスター賞は，土壌物理学会大会において表彰を
行う．また，会誌上に公表する．

（2002.11.23制定　 2009.10.24改正）

土壌物理学会学会賞選考委員会規定

1. 目的　学会賞選考委員会（以下委員会という）は，
論文賞及び優秀ポスター賞の選考を行うことを目的
とする．

2. 業務　委員会はつぎの業務を行う．
(1)学会賞規定に基づく論文賞及び優秀ポスター賞の
選考．

(2)土壌物理学会学会賞選考に関するその他の事項．
3. 構成　委員会は委員長 1名および委員 5程度を持っ
て構成する．

(1)委員会は正会員より構成される．
(2)委員は評議員会の推薦に基づき総会で決定する．
(3)任期は 2年とする．ただし，再任はさまたげない．
(4)委員長は委員の互選により選出する．
(5)若干名の専門委員をおくことを認める．

4. 開催　委員会は年 3回程度開催する．
（2002.11.23制定　 2003.11.22改正）
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