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罰おわりに

地球規模で起きている気候変動と連動する水問題について，私の専門分野で

ある「環境地水学」から何が貢献できるか，また，この学は「水利科学」を含

む近隣諸科学とどのように連携・協働を進めるべきかについて，私論を展開し

た。土壌水分では，今でも信頼しうる現場透水試験法を模索していること，浅

い地下水位の上下振動についてリッセ効果，ヴィーリンゲミーア効果，逆ヴィ

ーリンゲミーア効果などの新たな知見が加わっていることを説明した。さら

に，災害や土壌汚染，放射能汚染と土壌の物理性が深くかかわること，水田の

地下水位制御システム (FOEAS)が注目されていること，地球温暖化の影響

を土壌呼吸速度の温度依存性から評価できること，キャピラリーバリヤーのよ

うな新技術で「環境地水学」が貢献できる課題が多いこと，などについて述べ

た。これらを通して，地球温暖化時代を迎えた今日，「環境地水学」が「水利
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科学」とともに歩む道を広げたい， との思いで小論を執筆した。

キーワード：環境地水学，ベイドスゾーン，クリテイカルゾーン，持続可能な

開発目標 (SDGs), ハイドラス (HYDRUS), ボーリング孔利

用法オーガホール法，デイスクパーミアメータ法コアサンプ

リング法 リッセ効果，ヴィーリンゲミーア効果，逆ヴィーリン

ゲミーア効果，放射性セシウム 137, Q叫直キャピラリーバリ

ヤー

I. はじめに

「水利科学」の論文では，森林をおもな舞台とした水の利用や水の循環に関

する幅広いテーマが登場する。特に， 2011年 3月に起きた東日本大震災，それ

に連動する東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の放出とその

後の状況， 2016年 4月に起きた熊本地震による災害などでは，重要かつ専門的

な知見がいち早く本誌に掲載された。まことにタイムリーな編集をされてい

る。そうした編集部から，協会80周年記念号の出版にあたり，「治水や農業水

利のあり方について」何か執筆せよ， とのご要望をいただいた。

私の専門は「環境地水学」である。この学は，その前身である「農業地水

学」を時代に応じて拡大させ，発展させた分野であり，私はその名称に責任を

感じている。というのは， 1990年代，助教授として「農業地水学」研究室に所

属していた私は，当時の中野政詩教授とともに研究室の名前をどう変えようか

と検討していたからである。そして，「環境地水学」で行こう，と合意するの

に，さして時間はかからなかった。しかし，その後「環境地水学」がどういっ

た内容をもち， どんな貢献をしてきたか， ということについては必ずしも社会

に届いておらず，また，近隣のさまざまな科学との協働や連携の実績も乏し

い。そこで，本稿では，「環境地水学」からみた今日的な水問題を論点とし，

何ができるのか，何ができていないのかを述べ，もって「水利科学」ととも

に歩む道を広げることを目指して論を進めたい。
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II. 「環境地水学」とは何か

地球全体の水循環は水文学という大きな科学分野が扱っている。本誌「水利

科学」において水文学が重要な柱のひとつであることはよく承知しているが，

念のため以下の課題があることを確認しておきたい。つまり，水文学は，大気

中の水蒸気，雨や雪として大気から陸地や海洋にもたらされる水，陸地の湖や

河川から海洋へ運ばれる水，陸地や海洋から大気へ水蒸気として戻る水などに

関する水循環の科学であるが，水文学の最新知識を駆使しても，いざ具体的な

国や地域河川流域や都市，あるいは森林や農地などのように限られた空間で

の水の動き方を調べようとすると， さまざまな条件による多様性と特殊性が影

響して，水循環の量や性質を科学的に記述することは必ずしもやさしい作業で

はない， という課題である。

「環境地水学」は，土壊圏での水循環を詳しく知るための科学である。土壌

圏の水文学 SoilHydrologyと呼んでもよい。この学は，陸地の表面を覆う土

壌を通過して下層に浸透する水，あるいは地表面での蒸発や植物の葉を通し

た蒸散に誘発されて土壌中を上昇して地表面に運ばれる水，に注目する。

「環境地水学」と類似した学術分野は国際的にも存在する。 SoilPhysics (土

壌物理学）は，「環境地水学」と近い間柄であり，対象，手法の全てにおいて

共通性をもっている。つぎに， VadoseZone (ベイドスゾーン）という概念が

ある。これは地下水面から地表面までの間の土壌空間のことをさし，関心の対

象が「環境地水学」と共通している。 VadoseZone journalという専門雑誌がア

メリカ土壌科学会から発刊されたのは2002年であるが，このときは，「環境地

水学」がついに国際化したか， と驚いた次第である。また， CriticalZone (ク

リテイカルゾーン）という概念もある。これは，地上で樹木の最高レベル（た

とえば地上100m程度）から地下水の底辺あたり（たとえば地下100m程度）

以内の，生態系が存在する空間をさしている。この領域内での物質移動がこれ

までの科学で十分扱われてこなかった， という見地から，新しい概念に基づく

研究分野が生まれつつある。

「環境地水学」がどんな内容を持っているかを示すために，この学の 3つの

特徴を以下に述べよう。

「環境地水学」の第一の特徴は，この学が非線形な水移動現象を多くあつか
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うことである。一般に， 自然界では羅が 2倍になったり 3倍になったりするこ

とは大きな変化であって，たとえば風速 5mでは驚かないが， 10mと言わ

れるとやや警戒し， 15mと言われれば外出を控えようかと思う。量が 2倍に

なれば影響も 2倍になる， という線形の自然現象を考えていくことができる。

ところが，士壌圏での水循環は，ほんの少し条件が変化するだけで，水移動鼠

が10倍， 100倍， 1,000倍，またはl/10, 1/ 100, 1/ 1, 000というふうに桁違いに

変化する。つまり非線形に変化する。これは，人間の感覚ではとらえることが

難しいほどに著しい変化と言ってよい。現象を記述する数式が非線形偏微分方

程式とならざるを得ない理由もここにある。

「環境地水学」の第二の特徴は，土壌圏での水循環の素過程を追究するとこ

ろにある。土壌圏での水循環の素過程とは地表面の状態，土層境界面の状

態，マクロポア（粗大孔隙）や亀裂のような土壌内の不均一性地下水面の位

置地層の傾斜，土壌の物理特性，地球規模の気候変動，豪雨や旱魃，営農作

業や都市化などの人間活動， 自然生態系の変化など，さまざまな要因で変化す

る土壌圏での水循環の個別現象をいう。土壌圏での水循環の素過程を明らかに

するためには，現地測定，室内実験，数値実験，理論解析，モデル解析などを

通じてひとつずつ疑問を解いていくことが重要となる。

「環境地水学」の第三の特徴は，士壌圏での水循環と土壊内で生ずるさまざ

まな物理的，化学的，生物的自然現象との関連性を追究するところにある。そ

の関連性を解き明かすことは農学的にも環境科学的にも大切と考える。特に，

近年の気候変動が土壌圏の水循環や土壌内で生ずるさまざまな自然現象へ与え

る影響を解明し，その重要性を評価することは，持続可能な開発目標

(SDGs) に照らしても大切である。それゆえ，この学はさらに発展して，近

隣諸科学との接点，協働を広げる使命をもっと自認している。

皿． 「環境地水学」からみた水問題

1. 土壌への浸透水にかかわる検討課題

1) 土壌の飽和透水係数値が測定法によって異なる

士壊へ浸透する水の量を規定する要因は何か？ という設問は古典的であ

り，幾多の理論を重ねて，既に解決済みと見なされている。理論的に解決した

水利科学 No.363 2018 



34 

課題はマニュアル化され，誰でも利用できる測定法，解析法，数値予測法が，

現場の必要に応じて広く適用される。近年で言えば，ハイドラス (HYDRUS)

と称する汎用性の高いソフトウエアが開発され，世界中で重用されている。

ところが，土壌の透水性を表す基本的な量である飽和透水係数について，最

も信頼できる測定法は何か？ と問われると，実はいまだに議論が続いてい

る。いま， 目の前にある土壌の飽和透水係数はどうやって測ればよいか， とい

う問いがあったとして，そこにはいくつかの実用的な手法が用意されているも

のの，それで大丈夫か？ という疑問があり，今もなお専門家の手で検討中な

のである。そこで，まず，現場透水係数を測定する手法として，ボーリング孔

利用法，オーガホール法，デイスクパーミアメータ法，コアサンプリング法を

比較してみよう。これら測定法の長所・短所を比較すると，表 1のようにまと

めることができる。

ボーリング孔利用法は，地下水の透水性を測定する目的で使用される。地下

水面より深くまで掘ったボーリング孔内に注水するかまたは孔内の水を揚水

し，その後の水位変化を測定して地下水帯の飽和透水係数を算出する。したが

って，地盤の表面の飽和透水係数を求めることには不向きである。

オーガホール法は， ドライオーガホール法，ボアホール法などと称されるこ

ともあり，盤表面から円筒状の穴を掘り，そこに注水して孔内水位の低下速度

を測定するか，孔内水位を一定に維持するように注水を続けるかいくつかの

手法から選択する。地表面付近は通常不飽和帯なので，不飽和地盤の飽和透水

係数を求めるために使用する。オーガホール法は，利便性は高いが厳密性にお

いては若干劣る。その主な理由は，孔内を水で満たしても周囲の土壌内には気

泡が多く残ること，円筒状の穴を掘るとき， どうしても孔内の士壌壁面を乱し

て士壌間隙を閉塞させる傾向があること，などである。結果としては，士壌の

飽和透水係数を過小評価する傾向がある。その一方で， もし士壌に亀裂やマク

ロポアがあると，水がそこに集中するので，飽和透水係数を過大評価する懸念

も大きい。

デイスクパーミアメータ法は，わずかな負圧の水を上壌に浸透させてその土

壌の飽和透水係数を推定する手法である。この手法では，「負圧で測定した透

水性からなぜ飽和透水係数値が得られるのか？」といった疑問が示されること

がある。たとえば水の圧力を大気圧よりー 5cm, -10cm, -15cmなど，わ

ずかに下回る状態にしてその負圧での透水性を測定すれば測定していない水
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表 1 土壌の飽和透水係数測定法の長所と短所

測定法 長所 短所

ボーリング孔利用法 地下水位が高い場合は原理に忠実 地下水位が高い地盤にのみ適用可

な方法。ボーリング孔周辺の地盤 能。ボーリング孔底面と地盤の不

全体の飽和透水係数平均値が求ま 透水層とが一致しない場合，原理

る。 からかい離する。ボーリング孔壁

面を自然状態に保持することが難

しい。

オーガホール法（ド 簡便である。共通の測定法で多く 原理が厳密とは言えない。気泡が

ライオーガホール の地点の比較が可能。 多く残るので値が小さくなりやす

法，ボアホール法） い。オーガホール作成時の土の攪

乱影響が大きく，測定精度が低

い。最終浸透畳の決定基準がやや

曖昧である。

デイスクパーミアメ フィールドを乱すことなく現場測 現場で測定するには，装置がやや

ータ法 定が可能。わずかな負圧で測定す 複雑。測定原理の理解や測定手順

るため．気泡の影響をほとんど受 の習得に，やや手間がかかる。一

けない。信頼性が高く．近年，世 体型と分離型のどちらかを選択し

界の研究者はこの方法を採用して なければならない。

いる。

コアサンプリング法 測定原理に忠実で，精度が高い。 サンプルが小さいので，フィール

試料内部の攪乱影響を最小限に留 ドの代表値を得るために多数のサ

めることができる。比重や乾燥密 ンプルを必要とする。サンプリン

度，体積含水率など，他の物理量 グ時の若干の体積変化は避けられ

も同時に測定できる。 ない。気泡の排除に手間がかか

る。

の圧力 0cmであるときの透水性を，グラフ上の外挿によって推定できる。こ

の外挿値を飽和透水係数として信頼しよう， というのがデイスクパーミアメー

タの考え方である。実際，ー 5cm, -10cm, -15cmなどのわずかな負圧を実現

するディスクを作成できたので，この手法が歓迎された。デイスクパーミアメ

ータは，土壌中の気泡の影響も亀裂やマクロポアの影響も受けることなく測定

可能である。ただし，測定技術において多少の習熟を要求される。

コアサンプリング法は，改めて解説する必要もなく，実験室内では原理に忠

実な精密な測定が可能である。しかし，試料採取時に若干の土壌圧縮を起こす

ことや，試料サイズが小さいことなどが制約条件になる。

最後に同じ現場で 3つの測定法を実施し，データの比較を行った例を示そ

う。表 2は，千葉県印脂村（現・印西市）瀬戸地区において測定位置10地点を
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表 2 IO地点における 3種類の測定法データ比較I)

デイスク 100cm3 
オーガホール法

測定法
パーミアメータ法 コアサンプリング法

K, 値
凡値 凡値

(cm/s) 
(emfs) (emfs) 

平均値
6. 71 X 10―3土4.75 X 10―3 2. 68X 10―3土4.28X 10―3 l.55Xl0―3土 8.75Xl0―4

(emfs) 

選び，それぞれの地点でデイスクパーミアメータ法，コアサンプリング法，オ

ーガホール法の 3種類の測定法によって飽和透水係数値を求め，それらの平均

値と分散を表したものである I)。

オーガホール法は内径20cm, 深さ50-150cmのオーガホールを掘ってその

中に水を貯めて浸透速度を測定し，その値を現場透水係数に換算した。ディス

クパーミアメータ法も同ー地点で深さ50cm前後と 130cm前後において水平な

土壌面を露出させ，その土壌テラス上で測定を行った。さらにこれとほぽ同一

深さの100cm3コアサンプルを 2個ずつ採取し，実験室に持ち帰って変水頭法

による測定を行った。

表 2に見るように， 3種類の飽和透水係数凡測定平均値は著しく異なる。デ

ィスクパーミアメータによる測定値が最も大き<, 100cm3コアサンプルによ

る測定値がそれに続き，オーガホール法による測定値が最も小さい。オーガホ

ール法による凡平均値はデイスクパーミアメータによる測定値の約 4分の l

である。また， 100cm□アサンプルによる K平均値はデイスクパーミアメー

タによる凡平均値の約1/2. 5である。

この理由を表 1を参照しながら考えてみよう。オーガホール法の値が小さ

かったのは，やはり，測定孔を掘ったときに孔の壁面を攪乱，または糊塗した

ことが影響し，浸透を阻害したと考えられる。 100cm3コアサンプルによる Ks

平均値も，オーガホール法ほどではないがデイスクパーミアメータ法をかなり

下回った。やはり，コアサンプルの採取時に試料の圧縮や土壌表面の攪乱，糊

塗の影響が避けられなかったのであろう。

以上の比較により，浸透面の攪乱，糊塗の影響が最も少なく，また，測定領

域のスケール影響も最も受けにくい測定法としてデイスクパーミアメータ法を

用いれば最も信頼性の高い測定データが得られるものと考え，「環境地水学」

としてはこの測定法の採用を推奨している。
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2) 雨水浸透と浅い地下水位の応答との関係が議論されている

かつて，オランダのリッセ村というところにある園芸学校の農園内に，ひと

つの井戸が掘られてあった。1932年当時，タール・ラルセン (ThalLarsen) 

という人がその井戸の中の水位，つまり地下水位を測定していたところ，ある

とき激しい雨が降り始めたら急激にその水位が上昇してきた。その後， 他の国

の研究者によっても強い雨によるこうした井戸の中の急激な水位上昇が繰り返

し観測され， これを リッセ効果 (Lisseeffect)と呼ぶようにな った (Weeks,

2002による2))。

図 lにリッ セ効果の概念艮lを示した。リッセ効果は，観測井戸の中だけで見

られるものであって，大地の地下水全体が上昇するものではない。なぜかとい

うと，この効果は急激な雨で地表面が水で封鎖され，土壌中の空気が一時的に

閉鎖された封入空気となることが原因だからである。封入空気の圧力が高まっ

たからと言って地下水位が上昇することはないが，そこにス トロ ーを突っ込ん

だかのように井戸を掘りぬいておくと，井戸水の水面だけは土壌中で圧力が上

昇した地下水と封入空気に押し上げられ，地下水位上昇が観測されるのであ

る。井戸水は，土壌空気ではなくて大気圧と接し，それと平衡しているという

原理に忠実な現象ともいえる。リッセ効果は急激な水位上昇の後，数時間から

数日の時間をかけてゆ っくりと元に戻る特徴がある。

1947年，オランダのヴィーリンゲミーア (Wieringermeer)干拓地で急激な

降雨浸透水

封入空気の圧力増加

／ 
浅い地下水面

卜’

地下水

I井戸
自然降雨

旦

リッセ効果による井戸の
／ 水面上昇

地下水

図1 リッセ効果の概念図
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地表面 地表面

~ 三
不飽和帯

不飽和帯

毛管水帯

地下水

図2 逆ヴィーリンゲミーア効果の概念図

地下水位低下を観測したのはフーゴット (Hooghoudt)であった。その逆に

急激な地下水位上昇を指摘したのはギルハム (Gillham,1984) 3)であった。

どちらも同じ原理から発するので，前者をヴィーリンゲミーア効果

(Wieringermeer effect), 後者を逆ヴィーリンゲミーア効果 (Reverse

Wieringermeer effect)と呼んでいる。

図 2に逆ヴィーリンゲミーア効果の概念図を示す。ヴィーリンゲミーア効果

と逆ヴィーリンゲミーア効果は，士壌の毛管水帯が影響して起こる物理現象で

ある。すなわち，地下水面の直上では良く知られている毛管水帯が存在し，そ

こでは土壌水が飽和しているが圧力は負圧 （大気圧以下）となっている。この

領域で，何らかの理由で地下水が外部へ排除されると，無視できるほどわずか

な排水量であっても地下水面 （圧カゼロの面）が一気に低下する （ヴィーリン

ゲミーア効果） し，何らかの理由で外部から水が供給されると，無視できるほ

どわずかな供給量であっても地下水面が毛管水帯の上端まで上昇する （逆ヴィ

ーリンゲミーア効果）。 その際毛管水帯もつられて上昇するが，新たな毛管

水帯が平衡状態に達するには時間がかかる。

さて，非常に雨が少ない地域で，地下水が浅く，その地下水位が頻繁に上下

変動するとしたら，その原因を何に求めるべきだろう？ イブラーヒミ

(Ibrahimi)ら (2010,2011) 4),5)は現地測定と入念な要素実験を繰り返し，

その原因を逆ヴィーリンゲミーア効果にあるとつきとめた。現地測定は，チュ

ニジアの砂漠地帯の中に存在するメトイアオアシスで行った。このオアシスで

は乾燥地特有の塩類集積に悩むが，オアシスなので水が潤沢であり，地下水と

地表かんがいに頼った農業栽培を営んでいる。
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図 3 チュニジアのメトイアオアシス測定現場
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図4 チュニジアのメトイアオアシス地下水位変動4)

゜

図 3は，現地の測定状況を示しており，左側は耐塩性の作物が栽培され，右

側は塩類集積がはげしく，地表面は白い塩分で覆われている。この右側の圃場

に地下水位計を設置し， 1年間の自動計測を行った。

図4は，その測定結果の一部である。この土地では，3月から 11月の間では

4回の雨が降った以外，雨は降らず，年間降水量は147mmだった。地表かん

がいは11月の 2回だけである。それにもかかわらず， 地下水位は図 2に見るよ
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うに—60cm からー150cm の間ではげしく上下に振動していた。この原因を追究

した結果，オアシスの別の場所で頻繁に行っている地上からのかんがいが影響

し，わずかな地下水流入で毛管水帯が押し上げられ，逆ヴィーリンゲミーア効

果が表れたものと結論した (Ibrahimiら2010)4)。

筆者は， リッセ効果，ヴィーリンゲミーア効果，逆ヴィーリンゲミーア効果

について，そのメカニズムを論じ，関連論文を集めてレヴューを行ったので，

詳しくはそちらに譲る6)。なお，浅い地下水の圧力変動については，これらの

現象にくわえて，地震による液状化現象という社会的影響の大きな問題もある

ので，今後も基礎的な研究の必要性がある。

2. 地下水位制御システムに思う

2003年頃から，水田地帯に適用される地下水位制御システム (FOEAS, フ

オアス）と称する技術が普及してきた。これは，水田にもともと設置されてい

る暗渠排水パイプを活用して地下かんがいを行う技術である。暗渠排水パイプ

は過剰な水を速やかに排水するために広く推奨され使用されてきたが，これを

かんがい施設としても活用しよう， という発想の転換が大きく支持された。し

かし，水田の排水問題については，かつて重要な知見が蓄積されているので，

過去の知識と現代の新技術がうまくかみ合わないと，技術としての定着は難し

い。今のところ，地下水位制御システム (FOEAS)の普及率は，日本の全か

んがい面積の 5%程度にとどまっているという 7)。

水田の排水問題で最も重要な知見は，水田亀裂の働きの正しい評価であっ

た。新潟県の重粘士水田地帯で水田からの排水問題を調査していた田渕ら

(1966) S),9)は，地表面の起伏が多いと地表残留水があちらこちらに残って田

面が乾きにくく， したがって営農機械を水田に導入できなくなることを指摘

し，良好な排水のためには田面の均平作業が重要であることや，田面からの主

要な排水経路は土壌中の水分移動ではなく，粘土質土壌の亀裂を伝って暗渠パ

イプに導かれる水であることなどを詳細に解明した。

現在，検討が進んでいる地下水位制御システム (FOEAS)は，排水とかん

がいの両面で同じ施設を有効利用しようとするものだが，土壌の性質や地下水

位の状況によってその有効性は大きく異なることが指摘されている尻士壌中

の水移動，亀裂などの不均一性が水移動に及ぽす影響，地下水と士壌水の相互

関連など，「環境地水学」の基礎的知識の動員が必要だが，これまでのところ
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この技術と「環境地水学」との協働は限定的な報告にとどまっている。

3. 斜面と土壌水分の課題は未解決

毎年発生する斜面崩壊や地すべりについて，土壌水分をモニタリングすれば

災害を未然に防ぐことができるのではないか， という期待がある。土壌水分が

平常値より著しく上昇すると災害発生の可能性が高まるだろう， という経験則

からみて，当然の期待である。

しかし，斜面中の土壌水分移動は，実際のところ良く分からないことが多

い。まず，斜面に存在する土壌は，常に重力方向に移動する傾向があり，総じ

て均一性にとぼしい。地表面を流れる水が土粒子を洗い流すので，石やレキが

残り，さらに上から下へ向かって土壌や有機物が輸送され堆積する。そして土

壌の下にある基岩は動かない。基岩ではなく粘土層が地表面と並行に，あるい

は地表面に直行する方向で存在する場合もあり，土壌中の水移動はこれら地質

構造により複雑に変化する。さらに，地形修正を目的とした盛土や切士などの

人為操作が加わると，土壌中の水移動も大きな影響を受ける。

地形と上壌中の水移動との関係10)は，災害との関連で最も重視されるが，斜

面を利用した果樹園や畑地，牧草地などにおける水管理とも関連が深い。近年

では，山体地下水として山全体が保持する水の管理や利活用を目指す研究11)に

も注目が集まっていることは周知の事実である。かつて HillslopeHydrologyと

いう本が出版された時その和訳を『新しい水文学』 12)としたのは，斜面の水

文学が新しく，かつ難問だ， という認識の表れだった。そして，今に至っても

なお，研究課題は残されており，斬新な発想や測定手法の開発が期待されてい

る。

4. 土壌汚染と「環境地水学」

2011年 3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故により，福島県を中心と

する東北地方，関東地方の土壌は放射性ヨウ素と放射性セシウムで著しく汚染

された。放射性ヨウ素は半減期が約 8日と短いため，農産物への直接付着の影

響を除けばその後の農耕地土壊への影響は小さかった。半減期が約 2年の放射

性セシウム 134は， 5年間で約20%以下に低減した。しかし，半減期が30年の放

射性セシウム 137は，現在でもなお約90%が残留している 13)。

「環境地水学」を含む多くの土壌科学者が英知を集めたところ，放射性セシ
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ウム 137が粘土鉱物に強く吸着されて地表面に留まることの確証が得られた。

ただし，放射性セシウム 137の士壊への吸着は，弱い吸着から強い吸着へと変

化するのに時間がかかるので，この変化が起こる前に移動するセシウム 137を

警戒すべきことについて，多くの研究者が指摘してきた14),15)。とくに注意す

べきなのは，有機物の多い土壌である。コロイド状の有機物が多く存在する

と，セシウム 137の粘土鉱物への吸着がおくれ気味となり，おくれた時間経過

の中で，上壌のやや深い位置 (20-30cm程度）にまで達すること 15), あるい

は，懸濁した地表水とともに移動することも懸念された。

土壌水の移動に伴う物質移動問題には，畜産廃棄物や肥料成分から発する窒

素成分の地下水汚染問題，カドミウムなど重金属による士壌汚染問題，揮発性

有機化合物 (voe)の移動，二酸化炭素やメタンなど温室効果ガスの移動，

コロイド状物質の移動など，今日的環境問題に直結する課題が目白押しであ

る。若くて柔軟な頭脳と，時間のかかる実験や分析，シミュレーションヘの忍

耐力が求められるゆえんである。

5. 地球温暖化にかかわる「環境地水学」 16)

地球の温暖化の実態を正確に認識することはなかなか難しい。今問題となっ

ている地球の温暖化は100年単位でおよそ l℃-2℃ ぐらいの気温上昇であ

る。 2015年， COP21において地球温暖化防止のための国際的枠組みであるパ

リ協定が採択されたが，ここでは，世界的な平均気温上昇を産業革命以前と比

べて 2℃ より十分低く，できれば1.5℃ 以下に抑える努力目標を定めた。こ

のパリ協定は2016年11月4日に発効した。今，世界の環境関係者は地球の平

均気温1.5-2. 0℃上昇以内に抑制する方向で協議や評価を重ねている。

地温が上昇すると土壌中では生化学反応の変化，化学物質の移動量の変化，

植物の発芽や生長の変化，土壌微生物の状態の変化，などが起こるが，とく

に，土壌微生物の呼吸と植物根の呼吸を合わせた土壌から大気への CO2放出，

すなわち土壌呼吸の変化が注目されている。土壌呼吸速度の温度依存性を表す

指標には Q10値を用いる。温度が10℃上昇したときに土壌呼吸速度が何倍に

なったかを示す値がQ叫直である。 Q10値が2.0であるとすれば，それは温度が

10℃上昇したときに土壌呼吸速度が 2倍になることを意味する。土壌中には

さまざまな化学物質と微生物が混在し，植物の生長を左右する生化学反応が多

数同時進行しているが実測によると， Q10は1.3-4. 0の間の値が多く，平均
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値はおよそ2.3と報告されている。この値から土壌温度が 2℃ 上昇したときの

変化を推定してみると，土壌呼吸速度は20%程度の上昇が見込まれる。すなわ

ち，土壌から大気への CO2放出量が 2割増となり，大気の温暖化が加速され

る。このことから，地温のわずかな上昇は，土壊環境を変化させるだけでな

く，大気への CO2放出増加による更なる温暖化という悪循環を生み出すリス

クが大きいだろう。しかし，地温上昇と微生物変化の実態は，まだ研究事例が

少なく，今後の新たな研究課題である。

なお，地温上昇は土壌表面からの蒸発を促進し，土壌を乾燥に向かわせると

考えるのは必ずしも的確ではない。なぜなら，地球温暖化は大気中での水蒸

気総量を増加させるので，降水量も増加し，その結果，地表面の乾燥を抑制す

る作用が強まるといった大きな循環法則も働くからである。総じて，地球全体

としては土壌乾燥のような変化を抑制しで恒常性を保とうとする傾向（環境変

化に対する緩衝能カ・適応能力）がそなわっているといってよい。

問題は，地球温暖化の土壊への影響が，士壊の緩衝能カ・適応能力の限界を

超えることである。土壌が健康であれば気候変動に対する上壌の緩衝能カ・

適合能力を長期的，持続的に発揮することができるが，土壌が劣化するとこの

能力が低下する。「環境地水学」は，こうした地球の未来に関わる問題につい

ても研究を進めている。

6. キャピラリーバリヤーを利用した技術開発17),18), 19) 

いま，キャピラリーバリヤーという技術が注目されている。上層に間隙サイ

ズの小さい土層があり，下層に間隙サイズの大きい土層があって，互いに境界

面で接しているとき，上層に浸透してきた水がこの境界面で見かけ上遮断さ

れ，下層に浸入しない現象をキャピラリーバリヤー（毛管遮水）現象と呼んで

いる。図 5にその概念図を示した。上から浸透してきた水は，境界面で遮断さ

れるため徐々に蓄積され，やがて限界を超えると下層に浸入する。多くの場

合下層への浸入は不均ーな形状となり，フィンガー流と呼ばれる部分的な流

れになる。

キャピラリーバリヤー現象を起こす境界面が斜めに傾いていると，境界面で

遮断され，蓄積した水は，斜面に沿って流れ出す（集積流）。流れ出した水は

傾斜した境界面の下方へ運ばれ，限界に達すると境界面を突破して下層へ浸入

する。そこで，上層下層の士粒子サイズや両者の境界面の傾きなどを人為的
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下向き浸透水

粗い粒子層

図5 キャピラリーバリヤーの概念図

下向き浸透水

A, Bは細かい粒子層下辺を流れる集積流， Cはキャピラリー

バリヤーが破れて粗い粒子層に浸入したフィンガー流を表す。

に設計すれば，土壌中の水移動を制御できるのではないか， との考え方が広ま

りつつある。有害な廃棄物などが土中に埋められているとき，このキャピラリ

ーバリヤーを利用すれば有害物質が浸透水で系外へ運び出されるリスクを軽減

できると考えられている。あるいは，古墳のように歴史的構造物を劣化から守

るための技術としてもこの手法が見直されている 19)。土壌と水の相互作用を上

手く利用した，環境にやさしく，持続可能な技術である。

N. おわりに

「水利科学」とともに歩む「環境地水学」のいまの姿を項目別に記述した。

「はじめに」で述べたように，学の対象が非線形現象であること，素過程の詳

細を追究すること，土壌圏における物理的，化学的，生物的諸現象との関わり

を調べること， といった特性を有する「環境地水学」の到達点は，けっして高

くない。多くの課題が残されており，そのひとつひとつを丁寧に解き明かす使

命があることを，「水利科学」 80周年記念号の場をお借りして公言した。「環境

地水学」は農業土木学（現農業農村工学）の中で生まれ，育てられてきた分野

であるが，今後は，近隣諸科学，たとえば土壌肥料学，地下水学，水文科

学，農業気象学，地球惑星科学，地質学，地盤工学，などとも連携・協働の道

を探りながらともに発展できれば，これに越したことはない。
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