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はじめに

不飽和浸透に関する研究は， Richards'1によりダル γ一員IJを不飽和領域に拡張して

定式化され，それを Philip2lのように解析的に解くことから始められた。その後，コ

ンビュ ーターの発達により研究の主流は解析的手法から数値計算モデルの開発へと変

化 した。数値計算ーの手法としては，不飽和 飽和領戚を一体化した壬デノレを Freeze31

が鉛直一次元についてまず確立した。さらに Freeze＇＇は鉛直一次元モデノレを鉱張し

て，三次元不飽和浸透の手法を確立した。その後，浸透に関する様々な現象のモデノレ

化が差分法あるいは有限要素法を用いて行なわれている。

数値計算モテ’ノレの開発と平行して，土中水のl汲引圧と体積含水率や不飽和透水係数

との関係なとeの土壊の物理特性に関する研究も進められ，これらの関係に関するいく

つかのモテ’ノレが示された。これらの研究については後述する。

この結果，数値計算モデノレに土壊の物理特性を組み込むことで，降雨による土中の

吸引圧と体積含水率の変化や，降雨後の土中水の再配分を再現すること泊、可能になっ

てきている。

しかし土中の物理量の分布と地下水漏養量あるレは地下水面上昇を同時に再現し

ようとする研究は少なL、。 Freezeand Banner51は砂柱を用いた室内実験で前述の

Freeze31の一次元浸透モデノレを検証し，砂柱内の吸引圧分布と地下水面の位置につい

て高い再現性が得られることを示した。また，吉野・因子 岡6＞は，関東ロームを詰

めたラ イゾメー ターに人工降雨を与え，土層内の吸引圧および土層からの排水量の再

現を試みている。谷7）は，数値実験により土壌の物理特性が降雨による地下水面の上

昇に及ぼす影響にっし、て検討を加えている。これらのうち，Freezeand Banner51の研

究以外は吸引圧と体積含水率との関係のヒステリシスを無視した単純なモテソレ化を行

なっており，実際の現象の忠実なシ iュレーゾョンとはなっていないものが多レ。
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第 1図 実験装置の概要

『〈水器

2 実験の方法

川 実 験 装 置

本研究では， 雨水の鉛直不飽和浸透による地下水福

建をモデノレ化し， 地下水泊養量だけでなく土中の吸引

圧分布をも再現することを目的としている。そのため

こ，土壊水分特性を実摂ljしてその結果をヒステリゾス

を組み込んだ形で定式化する。そして，定式化した土

媛水分特性を用いて鉛直不飽和浸透による地下水源義

をモテソレ化し，砂柱を用L、た室内実験と比較する。こ

こで，室内実験は地下水面を固定して流入するフラッ

クスを求める排水条件について行なっている。

第 l図には実験装置の慨要を示すが，散水器により模擬降雨を発生させる。これは，

50X50cm2の領威に 20～400mm/hr程度の降雨を与えることができる。高さが 100

cmで内径 30cmのカラムに豊浦標準砂を詰め，これに散水する。透明なアクリノレ製

カラムを用いている理由 ii，毛管水帯の位低を目視により i~.IJ定てーきるようにするため

である。カラムの側方には土中の吸引圧をm11定するためのテンゾオメーターを 5深度

に設置している。 このテノシオメーターとして水銀マノメータ一式のものと圧力式自

記計を用いる。排水口には，長さ約 1.5mの透明な ビニーノレ ・ホースをつなぎ，ホー

スの先を砂柱の下端と同じ高さにして排水させ，排水量a転倒マスで測定する。

(2) 実験条件

石原 田高木 馬場8と石原 下島引の研究によると 降雨強度が飽和透水係数の

0.3～0.6倍以上の場合に湛水が発生することが報告されているので 本研究で対象と

する標準砂の飽和透水係数は約 450mm/hrであることを考慮して，湛水が発生しな

いように降雨強度は原則として 60,120 mm/hrとする。ただし，実際の降雨強度は

給水ポンプの流量計の測定精度が低いので，実験終了後の総排水量から逆算する。

(3) 実験の実範状況

第 l 表には，実験の宅建~状況を示すが， 実験は 1 984年 10月から 1 2月にかけて l l回行

なった。第 l表中には水温の測定結果をも示すが，これは水温がt/i性係数 飽和透水

係数に大きな影響を与えるので，後に飽和透水係数の温度補正が行なえるようにして

いるためである。なお，飽和透水係数は実験期間中に 7回測定している。
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第 1表 実験の実施状況

実験番号 実 験 日 散水強度 散水継続時間 水温
(mm/hr) (min) ("CJ 

No. 1 1984年10月24日 123.0 70 21.0 

No. 2 10月26日 57.8 120 22.5 

No. 3 10月29日 138. l 120 20.5 

No. 4 10月31日 126.2 60 20.0 

No. 5 1 1月5日 67.8 60 18.0 

No. 6 1 1月9日 118.2 30 18.5 

No. 7 11月14日 62.2 30 18.5 

No. 8 11月20日 64.0 60 17.0 

No. 9 12月14日 111.6 60 20.0 

No.10 12月18日 122. 7 30 19.0 

No.11 12月25日 59.4 120 20.0 

3. 解析の方法

(I) 基本式

不飽和 飽和領j或での土中7)cの運動方程式としてダルゾ一則を不飽和領域へ拡張し

た式（1）を使い，連続式（2）に代入すると式（3）を得る。

、・1与
，t
sJ

、、‘hil
t

’J

＼

l
j

＋
 

判

卸

一

h

v一It

－

－

1

2
u

－d
r

 

／

l
h
y－u
fl
r
 

v

－i

一i
a

一ゐ

一
一
一
一
一

「

M
一ゐ

M
一白

）
 

l
 

（
 

(2) 

(3) 

ただ し，q 土中水のフラック ス，K ：不飽和透水係数，（｝：体積含水率， I/I：土中水

の圧力水頭（吸引圧）' z 座標軸 （鉛直上向き正）である。

式（3）は鉛直一次元の Richards1lの式であり， 一般に不飽和一飽和浸透解析の基本

式として用いられている。

式（3）は変数として0とvの2つ含んでし、る。数値解析を行なうには，2つのう ち

どちらかに変数を統一 しなければならなL、。そ こで，式（3）を変形し， vのみを変数
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として含むようにすると式（4）となる。

aw a r I aw ¥ 1 
C_:_=- ~ KI _:_ + ! I> 

at az l ¥ az J J 
(4) 

ただし， C=iJO/al/I 比水分容量である。

式（4）は，C,Kの2つの係数を持つが，この 2つの係数は 1/1,0, Kの関係を別に定

め，それらの関係から求めなければならない。

(2) 1/1-0関係

a) l/f-0関係のモテ’ノレ化

1/1-0関係については多くの研究がなされており，い くつかのモデル式も提案され

ている。これらのほとんどは実験式であり，式の中のパ ラメ ーターは実験結果から決

定される。

1/1-0関係のモデノレ化て：・r:t., ヒステリ シスの存在が問題となる。 1/1-0関係、のモデル

にヒステリンスを組み込むには，ループを形成する吸水過程と排水過程をモデノレ化す

るだけではなく，ループ内のスキャニング カーブも求める必要がある。 簡便のため

に排水過程のみを用いて 1/1-0関係をモデノレ化する方法もあるが，本研究では吸引法

を用いて 1/1-0関係を実測し，その結果を用いてヒステ リゾスを組み込んだ 1/1-0関

係のモテソレ化を行なう。

b）メイン ループのモデル化

本研究では，吸水過程と排水過程のメ イン ループのモデルに Brooksand Corey10' 

の提案した式（討を用いる。

;= （仕 ；f (5) 

ただし， 1/1, 限界吸引圧， 0,,. 飽和体積含水率， omon 尾小体積含水率， b 定数

である。ここで， omonl主，土粒子と強く結合し，移動しない水分に相当する含水率で

ある。

式（5）に含まれる 3つの定数 0,.,,O,,,;,,, bを決定するために吸水過程と排水過程の

I/I 0関係を実誤ljした。吸水過程の行llj定には，土位法と吸引法を，排水過程の測定に

は吸引法をそれぞれ用いた。 vと0が平衡に達するまで土柱法でIi1ヵ月，吸引法で

は l～4日放置 した。

l/J-0関係のメイン・ループの実視lj値と式（5）に当てはめた結果を比較すると第 2図

のようになった。ここで， Om;nは式（5）に実視lj値があ うように定め， bは最小自乗法

で求めた。 l/J,Ii O=O削となる vとした。求めた定数の値を第 2表に示す。本研究で

解析の対象としているのは， l/f= 100～Ocmの範囲であり，第 2図をみるとこの範

囲内で式（5）が実視lj値とよく一致している ことがわかる。またー吸水過程と排水過程
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第2表 ＂＇－（） 関係のパラメーター

吸水過程

排水過程

。品t

（%） 

39.0 

39.0 

()m., 

（%） 

4.1 

4.1 

第2図 I/I （） 関係のメイ ン・ループ
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0.164 

0.208 

の差が大きく，ヒステ リシスの影響を考慮することが必要であると認められる。

c）スキャエング カーブのモデノレイヒ

スキャニング・カーフはメイン ループ内における ＂＇－（） 関係を表わす曲線であ

る。その決定法には実験的に求められたものの他に， Mualem11）によって考案された

モデノレがある。吸引法を用いて排水過程から吸水過程へと吸水過程から排水過程への

2つのプロ セスについて測定したスキャ ニング カーブとMualemのモデルを用いて

求めた曲線を比較すると測定値とモデノレによる計算値とは十分に一致しているとはL、

えなかった。そこで，実験式として式（6)' (7）を考案した。
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排水過程から吸水過程へのプロセス，すなわち l/lm.,((J=IJ.削）→1/11→vについては，

( 1/1 ¥ -3 0 

IJ(l/l)=IJ,(l/l,)+{IJ,.,-IJ,(l/11ll (- ) (6) 
¥1/1附／

ここで

(Jd(l/1)-(J'"' 1..！！：.こI.0 

IJ,(1/1)= ~~帥：
ト f~ ）

¥1/1,wノ
であり， 1/1=1主吸水過程の限界吸引圧を表わし 。d(1/1）は排水過程での含水率を表わ

す。

吸水過程から排水過程へのプロセス，すなわち l/lm;n((}=IJm;n）→1/11→vについては，

I f 1/11 1/1¥ 3 01 
。（1/1）＝孔（1/11) 10.0+ 10.0 exp ) 卜一一一l r (7) 

l ¥ 23.0 J J 

式（6)' (7）による計算曲線と測定値を比較すると第 3図のようになり，実験式とし

て十分な再現性をもっといえる。 したがって，本研究ではスキャニング カ 7のモ

デノレ式と して式（6)' (7）を用いることとする。

(3）透水係数

a ）飽和透水係数の測定

カラムの飽和透水係数は，カラム自体を用いて定水位法で測定し， 1.2×10 2 cm/s 

であることを明らかにした。

b）不飽和透水係数のモデル化

不飽和透水係数を直接測定 し，精度の高レデータを得ることは困難である。このた

め，従来から測定の容易な vまたは Oから不飽和透水係数Kを求める方法が提案さ

れてきている。 本研究では， vO関係のヒステリシスを考慮、しているため， vか O

のどちらかに変数を決める必要がある。 Childs121によれ！i.K （｝ 関係のヒステリ、／ス

は小さいので，本研究では K （｝ 関係を不飽和透水係数のモデルに用いることにする。

Brooks and Corey山は，式（5）を提案するとともに，次式のように K （｝ 関係を表わし

ている。

K f (} !Jm;n ¥2b+J 

K削 ＼（｝＂＇ IJm;n/ 
(8) 

一方，Childs13lは土中水の流れを円管のポワシュ ユ流で近似して，半径 7に関す

る円管の面積の密度関数 F(r）を用いて Kを求める式（9）を導レた。

肘 ）＝MjJ；ペidr1F(r2)

ここで’ M 定数。

(9) 
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第3図 スキャニ ング・カ ーブのモデル式と実測値との比較
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Campbell1引は，式（9）より K と'If,8との関係式を導レた。ただし， CampbellLt式

(5）で Bminを考慮、しない形に相当する vO関係を用いているので，ここでその結果

を直接用レることはできなレ。 そこで， Campbellに従って式（5）より K 8関係を導

くと式（10）を得る。

K I 8 Bmin ¥2!+2 
(10) 

K,.. ¥8刷 。 ／

式（8）および（10）は，多くの仮定を含んでいることから， K 8関係の正確なモデル

化ではない。 Jackson151(;J:.，理論式の指数に 1前後の値の補正係数pを加えると理論

式と実視llfl直がよ くあうことを明らかにしている。そこ で， 本研究では， 式（8）および

(10）に基っき， 補正係数ρを用L、て次のよ うに K 8関係をモデル化する。

K I 8-Bmn ¥2b+2+p 

K,,. ¥8則一8min/
）
 
－
 

ー（
 

bには吸水過程の値を使用し， pはO～1の範囲から実験結果とのンミュレ ション

を行なう際に再現性の高い値を用L、る。

(4) 差分法による基本式の定式化

a）メッシュの設定

鉛直一次元にメッゾュを分割する。高さ IOOcmの砂柱を 2cm間隔に50等分し，

境界条件を設定するための砂柱の下のものとあわせて51個のメッンュを設定する。座

標軸は砂住下端を 0として上向きを正とする。メッンュ番号は下から順番につける。

ノードは各メッシュの中央に設定し，各メッンュ のvや Oの値はノ ー ド位置の値を

代表値として用いる。

b）差分式

式（4）を陰解法および陽解法を用いて差分化する とそれぞれ式（12)' (13）となる。

什 1/2vJ:+'-vJ: 1 （ 什 112(l/l;:i十'117+1'117+' vJ: ¥ ， F 一一一一一一＝－ ＼K+,;;1 +1) 
Lit Liz l .，‘＼ 2Llz / 

日 ／似＋ l+ 'lli- 'll；~，＇－ '117- 1+ 1 \ ~ 
・，. ¥ 2Llz J J 

(12) 

c；~土 ｛K7+ 112 (¥+1) K7_,,, （日ヂ＋1)} （！事

添字の nは時間ステップを表わし， zはノ ド番号を表わす。

本研究では，解析モデノしと して陰解法を用いる0 'II O関係のヒステリシスを考階、

するこ とにより，比水分容量 Cが Oに近い値を とるために，陽解法を用L、ると収束

させるためには計算時間間隔を小さく しなければならず，計算時間が膨大になるため

である。陰解法を用いる際には計算の始めに解を仮定する必要があるが，その推定に
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は陽解法を用いている。なお，計算時間間隔は0.02分であ り，収束判定誤差は 0.1

cm とした。

(5) 排水強度（地下水源養強度）の計算

排水強度， 換言すると地下水漏養強度の計算には水収支式（14）を用レる。

Q=P-!JS/!Jt (14) 

ただし，Q 排水強度， p：散水強度，!JS 砂柱内の含水量の増加量，!Jt 時間間

隔である。

排水強度の実測値は 1分ごとの排水量から求めているので，排水強度の計算時間間

隔も l分とする。

(6) 初期条件および境界条件

a）初期条件

砂柱全体が平衡に達した状態を初期条件とする。 砂柱内で全水頭が一定であるか

ら，

il(l/f+z) O 

oz 
(15) 

また，地下水面は z=Oに設定するので，式（15）より vの初期値は式（16）のよう に

なる。

l/f= z (16) 

。の初期値は，vの初期値から 1/1-e関係の排水過程のメイ ン ループを用いて与

える。

b）境界条件

砂柱上端での境界条件としては，蒸発Ii無視することと し，散水中は散水強度の，

散水終了後はOの下向きのフラックスを与える。

緋水条件 （地下水面固定条件）では，地下水面は砂柱下端にあり，それを排水強度

のフラックスが通過するので，それに見合うだけの動水勾配がある。そこで，境界条

件は式（17）のよ うになる。

1/11+1/f,=O 、

1/1,-1/f,= Q -1 r 
!Jz k凶 ｜

4. 解析結果と考察

(I) K 0関係の補正係数の推定

（！力

K-0関係のモデノレ式（11) には補正係数 として pが含ま れて いる。それぞれ
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第4図 排水強度の実測値と計算値の比較（実験番号 No.I lの場合）
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p=O.O, 0.5, 1.0を用いて排水強度の計算値と実演lj値を比較した結果， p=0.5を用い

て計算したときに排水強度の再現性が高いことが判明 した。第 4図には，実験番号

No. I lの結果を例示する。

(2） 排水強度 （地下水滴養強度）の比較

第 4図をみるとわかるように．実験番号 No.11では散水中の再現性は，排水の開

始時間とその後の増加傾向ともに再現性は極めて高い。散水終了後の約20分間は計算

値が小さいが，それ以降は実演I］値とよく 一致している。

(3) v分布の比較

第 5図には，実験番号 No.11のシミュレーゾョンによる砂柱内の v分布の時間的

変化を示す。図中には，砂柱内に設置したテンシオメ タ による Vの実測値をあ

わせて示しである。図中で各時間に相当する実演I］値が示されてレない時は，その前の

時間の値と同じであるということである。第5図をみるとわかるように，散水中は

v分布の計算値と実測値はよく符合している。散水終了後は，全体的に v分布の計

算値が実演I］値と比べて減少は早いが，傾向は符合している。全体としては， v分布
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v分布の実測値と計算f直の比較第5図
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は，よく再現されているといえる。

5 結論

以下に本研究で得られた主な成果を述べる。

(I) 標準砂の vO関係を実測し，水分特性曲線のヒステリシスを確認した。その

上て＼ヒステリシスのメイン ループおよびスキャニング カーブのモデル化を

行ない，その妥当性を示した。

(2) (I）のモデルを組み込んだ鉛直不飽和浸透による地下水漏養のモデル化を行な

い，砂柱を用レた散水実験の排水強度（地下水漏養強度j とv分布の再現性が

高いことを示した。
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