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1 緒 言

粘質土水田は明キョ，暗キョの効果発生がおそく，機

械化，多収栽培を困難にしている。また，畑地帯でも粘

質土の透水性，通気性を良好にすることは容易でない。

このような地域は大面積に分布するので，乾燥促進方

法の開発が望まれる。

従来，士壌の乾燥に対しては，乾燥に好都合な土地条

件をつくって，気象条件の好転を待つだけであった。

また，地中空気はほぼ蒸気飽和しているので地中から

乾燥が進むことはなかった。この研究は地中へ空気を送

りこみ地中から乾燥を促進させ，暗キョなどの周辺のキ

裂発生に役だたせようとするものである。

一方，土層中に透水性の大きい材料（これを疎水性材

料とよぶ）による大形・不定形の暗キョを作って，地下

排水の急速化を計るとともに，乾燥時において毛管上昇

の抑制・収縮の差異など土層に不均衡要因を加えて周辺

士壊の乾燥， キ裂発生に役だたせようとするものであ

る。

本研究は昭和 42年度場重点研究として開始した「粘

質土壌の乾燥促進に関する研究」の第一報であるが，さ

らに昭和 43年度以降は農林水産技術会議が主催する

「重粘土地帯水田の土層改良と用排水組織に関する特別

研究」にも関連するものである。

重点研究は土地改良部第 1研究室，第3研究室，第5

研究室の五十嵐•林・中川の各室長以下 3 研究室の研究

員の共同研究であるが，本報告は主として筆者らが担当

した。研究の構想，企画，推進について金子良前土地改

良部長（現農土試場長）に負うところが多い。

次
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Il 実験の対象と方法

1. 粘質土に埋設された暗キョ周辺の実態

ホ場排水暗キョの機能は，連絡する排水路の深さ，排

水路水位など水理的条件に支配されるほか，土壌の透水

性の大きさ（透水度）に支配される。

最近，暗キョ材料，施工法の進展により，管径の小さ

い暗キョ管の直埋め工法が行なわれるようになった。

このことは暗キョ施工を迅速容易にした反面，暗キョ

周辺土壌の小さい透水性が暗キョ集水機能に支配的に影

響し，粘質土地域の施工で，暗キョ排水機能の著しく劣

j
 

。

^
U
 

＼
 
＂̂v

 

＊土地改良部

Fig. 1. かく乱土壊の透水性の模式図

Schematic diagram of permeability of disturbed 

soil samples 
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る例が報告されている。

暗キョの経済的な密度と考えられる ha 当たり延長

500~1,000m の暗キョで ， 5~IO mm/day程度の排水

をするためには，II音キ』周辺の透水係数は平均 I0-5cm

/ sec以上であることを要する a

耕水状況のよい暗キ三では，暗キり周辺土猿の透水係

数がこの値以下であるか，あるいは土康の透水係数が小

さい場合は，土撰中に発達した水みちによって集水i殺能

が補助されている。 一般に土壊は高含水比状態でかく

乱，こね返しを受けると透水度が低下し， Fig. 1に示

す領域の土は， こね返しによって透水係数が J0-5cm/

sec以下となることが模式的に示される。したがって，

このような状態の土によ って暗キョが囲まれている場合

はこの改良が本研究の対象と なるっ

また，塩ビ管暗キョの被覆材の酸化物による目づまり

が報告されているが，こ こでは暗キョ周辺の土粒子の挙

動，構造の発達機能の解明を当面の課題とする。

第 8号

2. 実験方法

a 動水コウ配による土粒子の流動

高い含水比でこね返された土の強度低下，透水度変化

I)等についての研究成果はあるが，ここ では粒子結合の

弱いこね返し土での粒子の動きに着目し，透水流によっ

て土粒子の詰め込みが行なわれ，透水度が低下するもの

と考える。なお透水係数と動水コウ配の関係についての

他の要因を含めた検討は現在すすめている。

粘質土に直埋めされた暗キョの排水不良要因の一つは

このことによるもの と思われる。これを検証するため次

の実験方法をとった。

① 放射流線透水試験：これは Fig.2に示すような

形状の試験器によるもので，暗キョ周辺における透水を

模式したものである。 この試験器の透水で全域に Darcy

則が成立するものとすれば，土中各部の動水コウ配の大

きさは中心からの距離に反比例し，中心に向かうに従っ

て動水コウ配は増大するはずである ((2)式）。 こね返

し土の粒子が，浸透流によって流動するものとすれば，

それは浸透麗の変化，各部分の透水係数の変化として現

われ，透水方向をさか向きとすれば土粒子の流動状況も

異なるので，これも浸透掘の変化として現われるはずで

ある。また， 試料てん充後一定期間放置した場合は，

てん充直後と異なるはずである。

試験器は土撰てん充部分の大きさ は直径 30cm, 厚さ

15cmで， 中心部は直径 30--..,JOOmmの任意の暗キョ

管供試体が取り付けられるよう になっている。なおこの

試験器による透水係数K(cm/sec),半径 rem (d<r 

く D) の位置の動水コウ配Jは次式による。

//JI : I 

1水：
- - ・  流’

！水：！水'

方:""'----—亨-_______. if 
伺：：f.l: 旧

函 :i;fi:底草凹如立立包愕，
樹 ， ！ 裂 ， 後

／ rヽ 2 3 'f  

時M(-ft,y) ゜

夕

I

,3c 

'‘
 

OIXI
O
A
§
 

芯
t

X
 

10'-jts 
I iJ. 2-a. 透水試験器 （放射流線型）

Apparatus for soil permeability test 

(radial streamline type) 

Fig. 2-b. 

Q D K=- -In-................................. (l) 
底 aH d 

H 1 J= (h/l) = x- —. .. ....... .. .. ....... (2) 
D r 

In-— 
d 

ここにQ:没透凪 (cmツsec), H : 動水水頭 (cm)

D: 外側透水円箇 （供試土円筒）の直径 (cm)

d ; 内側透水円筒（供試暗キご筐）の直径 (cm)
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a : 供試土の厚さ (cm)

（注） この試験器では半径 rの円筒面を通る水量は浸

透抵Qに等しい。

dh 
Q,=l rrraK- ................................. (3) 

dr 

したがって

dh= 
Q, 1 

x-dr--............................ (4) 
2冗aK r 

積分すれば

h =__JL__Xln r+C ........................... (5) 
2冗aK

D d 
r=—一のとき hi, r =-のとき h2

2 2 

Q, D 
H=h1-h2= X I n -.................. (6) 

2rraK d 

.".k = 
Q, D 

xln-― 
2冗aH d 

また，動水コウ配 dh/drは，式 (3)' 式(6)から

Q, I H I 
dh/dr= x-=  x-

2冗aK r D r 
In― 

d 

② 動水コウ配による透水係数の変化：これは通常の

透水試験器による試験であるが，動水コウ酋しを大きく変

化させて，透水係数の変化を試験した。ただし動水コウ

配が大きい場合は浸透流が乱流となることが予開される

ので，動水コウ配の大きい測定の間に，動水コウ配J=

1-2の基準的な状態の測定をはさんで，乱流による透

水変化と土粒子の流動による透水変化の分離をはかっ

たo

b 乾燥収縮過程における土粒子の移動

高含水比の土は水分を失うことで容積を縮少する。

収縮に関する盤的な規定，試験方法は JISに定めら

れているが，ここでは，収縮過程における土粒子の移動

に注目する。これは，ホ場における土層の乾燥は表面か

ら進み，垂直方向に水分のコウ配ができるこ、と，蒸発に

唸の兎'I定

長軸方向の収縮t測定

a.3面蒸発

Fig. 3. 収縮撒の測定（柱状試料）

Measurement of shrinkage (columnar samples) 

伴う水分移動は，この水分コウ配にしたがって下部から

表面への方向に限られることなど，異方性の条件のもと

で，収縮が起こることから，土粒子の移動はこれらの条

件に支醗されると考えられるからである。

また，暗キョからの乾燥による場合も同様に，異方性

の条件下で土粒子移動が行なわれるものと考えられる。

実験は小試料による測定と大試料による観察によっ

た。

① 小試料による実験：小試料による実験は高水分状

態でこね返し， pF 1.0のサンドベット上に養生した土

塊から切り出し成型した柱状 (IOx10x60~70 mm)お

よび，板状の試料をデシケータに入れ，吸湿剤（シリカ

ゲル）を少量ずつ加えてゆき，試料寸法の縮小が見られ

なくなるまで（約 1カ月）これを継続し，最後に炉乾燥

した。

試料面からの蒸発規制はポリエチレンの薄膜を試料面

にちょう付して行なった。収縮による形状変化の測定

は， Fig.3に示すように試料に剌した針金(</>0.2mm) 

または稜（りょう）角を，読みとり顕微鏡で測った。

② 大試料は次の (C) に述べる土槽の試料について

観察した。

c 暗キョ内通風による乾燥実験

暗キョ内への送風による暗キョ周辺の乾燥促進につい

ての実験は，次のような装置によった。

① 暗キョ内通風による乾燥状況の観察：暗キョの中

心線を含む垂直・ 水平の 2面をガラス張りした暗キョ方

向の長さ 80cm, 高さ， 幅 50cmの土槽で観察した。

この土槽の暗キョは金網製半径 5cm 1ん円型である

(Fig. 4. a)。

② 通風暗キョ周辺の土壌水分の測定：土槽の大きさ

は①と同じであるが，暗キョを土槽の中心に設け，暗キ

ョの下層を含む周辺の土壌水分を測定した。土壌水分測

定はガラスブロック電気抵抗水分計，テンシオ・メータ

ーによって連続測定したほか，採土炉乾燥法による測定

も行なった。なお，この試験では暗キョからの乾燥と表

面からの乾燥との交絡も調べた (Fig.4 b)。

③ 暗キョ内通風による蒸発水分量の計量： 内ノリ

30cmx30cm 暗キョ方向の長さ 175cmの土槽を感度

20gの天秤（びん）にかけて減重量を測定した(Fig.5)。

④ 暗キョ内空気圧入による気孔生成の試験：暗キョ

から空気を圧入し，暗キョから地表に至る気孔を生成さ

せ，水みちの造成とこれによる土壌乾燥効果を測定した

(Fig. 6)。
⑤ ホ場設置暗キョ内風速の測定：暗キョ末端に垂直

管を立て，または，ベンチレータを付けたとき，暗キョ

内に生ずる流速を熱線風速計で測定した (Fig.7)。
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送
瓜
掛

Fig. 5-a. 暗キョ内通風による蒸発水分醤の計祉

Measurement of evaporation when wind blows 

through underdrain pipe 
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Fig. 6. 暗キョ内空気圧入による気孔生成試験

Test of air bubbles formed in soil by compressed 

air trough underdrain pipe 
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Fig. 7. 圃場設罹暗キ ョ内風速の測定

Measurement of wind velocity through the 

underdrain pipe in the field 

冷~凍庫（温度 烙1J ?J-p :t 20'し iE葬哀 ）
J 

豹
熱
忠
器

,,.,.. さ~NC仁 竺~...1.....1がIIユベ

表面凍結告凍上

暗キョ周辺凍結
――:..... ---=--=ニニニ—-=- =---
------------ --- -一 主吐危箆ぅニーニーニーーニー— =--一―一ーニ

D 
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⑥ 暗キ三内通風による蒸発量の測定：暗キ三 内通風

による乾煉効果を測定するため，Fig.18に示す蒸発計

を試作し，測定した。

d 凍結による土壌透水性の改良

凍結融解の反復した土坑の透水性変化を調べる目的

で，Fig.8に示すような装置を作った。 また， この冷

凍装置は— 30°c~4o℃ 任意のプ ログラム制御ができ

るようにし，次のようにして土の湿度伝導係数 （炉） が

澗定できるようにしたo

いま，無限に長い円柱内各点の温度が周期的に変化し

側面にては (u)r-a=b cos ntなる条件とすると，直径 10

cm (周辺温度計の位置 r=4.75cm) の測定土槽 (Fig.

9)を正弦波温度制御槽 (Fig.8) に入れた拐合の，中

心温度の周辺温度よりの位相遅れ，温度振幅の減衰率に

よる。試料の温度伝導係数の師定を式(4)により図表化

した。 Fig.10は位相遅れ角；こよるもの，Fig.11は振

幅減衰率によ るものである。

疎水性材料をてん充した浅い暗キ ョ

この実験は粘質土水田の排水と乾般促進に関する，疎

水性材料を埋めた，不定形大断面の浅い暗キョの効果を

調べようとするものである。ここに疎水性材料とは材料

の透水係数が土猿の透水係数に比べて十分大きな (JQ-2

cm/ sec以上） モミガラ 3), 発泡スチ ロール くずな どを

いう。この暗キ ョの乾燥期における効果は水分上昇の抑

e 
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亨芍
Fig. 12. 重粘土水田の透水模式

Schematic percolation in a heavy clay paddy field 

壬□
Fig. 13. 疎水材暗キョ内の水位

Schematic water level in underdrain section made of 

permeable matenals 

h,=.s...:...!.L 
k•b 

H2=hs・Le=;q・ い/k・b(h,:c;;H :c;;a) 

l託=l許・ (1-伝）
h'=q•l2/2k ・ ab

ここに， hs:疎水材暗キョ吐き出し口における水位。

L: 楕円の長径のリ2

H: 暗キョ起点 Co点）における楕円面の高さ

（楕円短径の 1ん）

la: 疎水材暗キョ水位（楕円面）が暗キョ上端

に達する距離（起点より）

が：疎水材暗キ□起点における放物面原点の疎

水材暗キョ上端よりの高さ

h。(=a十が）：水圧水頭（疎水材暗キョ下端よ

りの高さ）

q: 疎水材暗キョ単位長さ当たり集水量， ls: 

疎水材暗キョの長さ

k: 疎水材暗キョてん充材の透水係数， b; 疎

水材暗キ g の幅， a: 疎水材暗キョの高さ

/ : 疎水材暗キョ終点からの距離

制と，暗キョ周面からのキ裂の生成である。排水につい

ては Fig.12に示すように， 表層とその直下に生成し

たキ裂による集水を主体とするものとすれば，暗キョ内

水位は Fig.13のように楕円曲線となり， 水位が暗キ

ョ上端に達したところより上流の暗キョ内の水圧は放物

線となる (4)。このモデルは土壌の透水条件が変われば

変化するものである。

Ill 実験結果と考察

1. 透水と乾燥による土粒子の流動

供試土ぱ八郎潟中央干拓地のヘドロと印揺沼タイ積土

の深さ 2~4m の所から掘削採取した未乾喚土を用い

た。供試土の粒度組成は Fig.14に示す。また， 供試

土のコンシステンシーを Table1に示す。
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Table 1. 供試土の性質

押埓届

゜•-"',_,,, ,_,., o., I•-01 o.,, o. I o. ユ ,_, J.o ュ.o
（元元）

八 郎 洞 I印 脂 沼

士粒子の比重 2.51 2.58 

液性限界 105% 70% 

塑性限界 46.6% 21.6% 

収縮限界 45% 49% 

Fig. 14. 供試土の粒径加積曲線

Grain size accumulation curv(S of sa np!es 

Fig. 4に示した試験土槽にてん充した高合水比試料

の脱水乾燥では，試料の収縮は初め垂直方向（沈下）の

み起こり，試料合水比がある値にまで低下して初めて水

平方向の収縮（キ裂）が加わる。キ裂の生ずる含水比は

試料の初期状態によるが，含水比を当初 180%に調整し

た印脂沼試料の場合は，含水比 150~160% で供試土の

尻

300 撹探訊料

~ 
。゚

量

c

含

水

比

ガラス面からの離脱， 中央部におけるキ裂の発生をみ

た。

小試料の水分移動速さは， IOOc:: 実容積円筒 (¢50

mmx51 mm) てん充試料を pF1.5サンドベッド上で

吸引させた場合の結果が Fig.15である。 この結果に

よれば印揺沼のかく乱土は pF1.5含水比 130% 前後

であり，水分移動量はこの場合日当たり 3%,0.8g の

水分が移動した。

印り薔沼供試土の柱状切り出し試料 (Fig.3参照） の

300 

:i.oo 

100 

％
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Fig. 15. 供試土の pF1.5吸引脱水速度

Sp~ed of desiccation from soil sample by pF 1.5 suction 
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Fig. 16. 線収縮試験（印施沼）

Shrinkage tests for Inbanuma test blocks 

軸方向収縮は Fig.16 に示すような経過をたどり，収

縮限界よりはるかに低い合水比 5~10%のところまで収

縮が継続したが，その大きさは JI Sによる容積収縮率

の3乗根より小さい。

この実験において蒸発面を規制すると，乾燥後の試料

形状が Fig.3に示したように異なる。すなわち試料 3

軸の収縮率はつねに同じでなく，試料の形状，蒸発面の

規制によって土粒子の移動が変わることを意味する。

とくに乾燥がはげしく，蒸発に伴う水分のコウ配が急

になる場合はこれが著しい。すなわち土粒子は蒸発に伴

う水分移動方向に流動するといえる。

透水に伴う土粒子の移動は，乾燥収縮における場合の

ように視察確認することができないが， Fig. 2 の試験

器による透水試験の成績によれば，透水が求心方向の場

合は時間の経過にしたがって透水度が低下し，流水が遠

心方向の場合は透水度が増す傾向を示し，その終値では
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1 : 1.s~2.o の比に達する。 このことは， 試料全体の

圧縮がないものとすれば，透水に関する局部的な変化，

たとえば水みち的孔ゲキに対する土粒子の詰め込み機能

の段階からさらに増大して，微粒子を流失させる段階に

なれば，透水度は培加するはずであるが，今回の実験で

はこれを明瞭に認めることができなかったので，この点

について試験を強化することが必要である。

170~180%の高含水比でかくはんてん充された試験槽

では，当初暗キョから水が浸出する。すなわち暗キョに

向う浸透があった。この試験槽の暗キョに通風して，暗

キョ周辺を乾燥させたとき，暗キョ周辺に発生するキ裂

は，表面におけるキ裂発生よりかなりおくれる。

表面では含水比 150%でキ裂が発生するのに対し暗キ

ョ周辺では含水比が 70%低下しても，表面におけるよ

うな大きなキ裂は発生せず，わずかに暗キョ同心円状の

ヘアクラックが見られるにとどまった。暗キョ周辺は一

定の土かぶりによる土圧を受けていることもあるが，こ

の場合も暗キョに向う水の流れに土粒子が連行された効

果ともいえる。

2. 暗キョ内通風による蒸発促進効果

Fig. 17は図中に示す積算蒸発計による通風暗キョ内

の蒸発量と実験室内の蒸発量である。通風は小型送風機

により暗キョ内平均風速 5m/ secの送風をした。 Fig.

18は蒸発量と乾湿球温度計による気湿と相対湿度との

相関である。

室内蒸発巌は温度との相関がほとんど認められない

が，暗キョ内では温度との相関が認められる。相対温度

との相関は室内，暗キョ内とも認められるが，暗キョ内

は室内に比べ3-5倍の蒸発量を示している。

また，これらの相関図において相関係数が小さく現わ

れているのは，温度・湿度の重相関を無視していること

によるが，室内についてみれば，温度 15-25°C, 湿度

60-90%の範囲において時間蒸発菫qは

q =0.0002 (100+ t -w) cm/hr 

ここに， t : 気温， w:相対湿度，

この式は理論的にも実験的にも不正確であるが，試作

蒸発計が十分使用できることを意味する。今後は，蒸発

計蒸発量との対比，気温，湿度，風速などとの関連を実

がウ
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Fig. 17. 24時間蒸発量（試作蒸発計）

Evaporation per 24 hours(by produced evaporimeter) 

験的にも理論的にも検討を加え，蒸発要因の量的指標の

確立をはかる。

3. 暗キョ内通風による暗キョ周辺の乾燥

Fig. 19 は暗キ三通風試験槽の日減重量測定値であ

る。二つの実験は試料槽の形状が異なるほか，表面から

の蒸発条件が異なり，一方が表面からの蒸発が防止抑制

されているのに対し，一方は開放されていて暗キョから

の乾燥との交絡を見ようとするものである。実験の諸元

を示せiまTable2のとおりである。

試験において暗キョ内に送風しない場合は， 日減重量

100g であるのに対し，送風した場合は 500~1,600 gの

減量が見られる。日減重量に差があるのは気温，湿度の

関係によるものと思われるが， 5~6 月の平均を 1,000

g とすると，暗キョ lm当たりでは 570g, これを暗

Table 2. 蒸発量澗定槽の諸元

区 分 1 試料容積 I 暗 キ ョ I 自由蒸発面 初期含水比 試 験 目 的

1 30x 30x 175cm 50¢, x 175cm 

50X゚80cm 

155% 暗キョからの蒸発量

2 50X 50x 80cm 50 ef, x 80cm 155% 暗キョ，表面からの乾燥の交絡
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Fig. 18. 試作積算蒸発計および気温• 相対湿度一蒸発量（試作）相関図

Produced accumulation evaporimeter and relation between temperature-relative humidity and evaporation 

キョ周面積で除すると， 3.7mm/dryとなる。同一試料 化学的性質の変化に基づくもの，ブロックの特性変化，

土のタン水面上 10cmの室内蒸発量が 0.6mm/dayで 測定器の変化などが考えられるが，これを確定するにい

あるのに対し，約 6倍の蒸発をしている。この数値はホ たっていない。

場の広さに対する暗キョの比率を考えると蒸発盤として テンシオメータは先端部の直径 2cm, 長さ 5cmの

は問題とならないが，透水の極度に不良な暗キョの周辺 ものを用いた。この測定値は，ガラスブロック水分計に

にキ裂，土壌構造を発展させるものとすれば利用の可能 比べると指示が正しいようである。しかし，高含水比

性もある。 の試料では水分が減少しても土の圧密が起こるだけで，

Fig. 20は土槽中に埋設したガラスブロック電気抵抗 水分張力（この場合は水圧）の変化はないので，この部

式土壌水分計の値の一部である。ブロックは 1xl.5X3 分では水分張力 （水圧） と土壌含水比の相関回帰は低

cmの大きさで，供試土浸出液に 1週間浸した後埋設し い。

たものであるが，埋設後土壌含水比が低下しているにも Fig. 21は暗キョと同じ深さの暗キョからの距離別測

かかわらず，抵抗値はむしろ低下しており，抵抗値の上 定値の一例である。埋設の当初は暗キョからの水の浸出

昇（水分減少）減少が見られるのは，表層のものでも埋 もあり，試料の水分放出のもっとも多い時であるが，水

設してから 25-35日後である。この原因は土壌の電気 分張力の変化は緩慢である。
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（ガラスブロック）島津 SM-3A (I) 

Resistance of electro-resistance moisturemeter 

(Shimazu SM-3 A(1) glass block) 

水分張力の変化が急になるのは正圧から負圧すなわち

張力となる点付近である。

この図において暗キョに近い点は，遠い点よりも水分

張力の上昇――乾燥が早い。しかし，暗キョに向かう水

分張力のコウ配は，表面蒸発の場合に比べてはるかに小
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Fig 21. 暗キョからの距離別水分張力（ミクロテンシオ

メータ）

Validity of tension with distance from underdrain 

pipe (by microtensiometer) 

さい。このことは含水比の高い場合はもちろん，塑性限

界近くの含水比の場合も同じである。

暗キョからの蒸発による，周辺土壌の含水比のコウ配

が小さいのは，暗キヨでは四方から水分供結される条件

による。このことから，多くの水分を蒸発させるのには

有利であるが，キ裂の生成には不利であるといえる。キ

裂の生成は，土壌の乾燥とともに，乾燥の不均衡にもよ

るからである。

4. 暗キョ内空気圧入による気孔の生成

暗キョ内に空気を圧入し，暗キョから地表に至る気孔

を作りこの周辺を乾燥させて，粘質土における透水組織

を作ることは，暗キョ内通風による暗キョ周辺の乾燥促

進よりも積極的な方法といえる。

供試土の合水比が高い場合には，暗キョから地表にい

たる気孔を発生させるに必要な空気圧は，暗キョ埋設深

さの 120--...150%相当の水柱圧でよい。試料の含水比が

高い場合は気泡の上昇や破裂の振動によって，土と水の

分離が起こり気孔の周辺部は土壊密度が高まり中心部で

は液状となる。空気圧入を間けつ反復すると水が暗キョ

に排除され気孔が完成する。以後は暗キョ通風と同様の

効果となる。

土壌の含水比が低い場合は気孔の形状は小形多岐とな
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る。しかし。管路全長中 2-3カ所の気孔ができると，

管内の気圧が低下してしまい，より多数の気孔を生成さ

せることができない。

5. 立ち上がり管による暗キョ管内風速

暗キョ管内の通気は気温・地湿・ 管内湿度・風速等の

多くの要因によるので，これら諸要因の同時測定が必要

であるが，初歩的な測定結果によれば次のとおりであ

る。

測定条件:(Fig. 7参照）

暗キョ埋設地は農土試露場で，暗キョは <f,50mm塩

ビ暗キョ管，埋設長さは 50m (25m折返し），埋設深

さは 0.5,..__,0.6m, コウ配 1/500, ベンチレータ付き立

ち上がり管の長さ 3.0mである。

この施設で暗キョ内の風速を調べた結果，そのままの

状態では風は流れないが，塩ビ管暗キョにベンチレータ

付き立ち上がりを直結すると風が流れる。現在までこの

施設での観測結果はわずか 1回だけで少ないが，ベンチ

レータの位置で 3.0m/sのとき，塩ビ管内の風速は 0.7

m/sであった。

6. 凍結による土壌の変化

粘質土に対し乾燥条件のもとで凍結・融解が反復する

場合は土填は著しく疎水的になる。また，土壊密度が一

定値 (0.7-----0.8kg/cm3) 以上の場合は氷晶のあとが融

解後も残る。しかし，湿潤的環境のもとの高含水比の土

では凍結・融解が反復されても，融解後はその形跡はほ

とんど認められない。

温度伝導係数の測定では，印揺沼試料の次のような値

を得た。

温度伝導係数は土によって異なるが，そのもっとも主

要なものは土の含水量であり，一般に含水比の多い粘質

土では温度伝導係数は含水量の関数とみてよい。
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Fig. 22. 潟東試験地暗キョ施工図

Section of underdrain at Katahigashi test field 

さらに氷点を越える温度の伝達は，水の措熱が大きい

ことによって，含水巌の支配が一段と強まり，熱の収受

面が小さい暗キョの場合は，凍結圏はきわめて小さい。

しかし，暗キョ管壁のごく近くにできた難透水性部分

の破壊には有効と考えられる。

7. 疎水材暗キョ周辺の乾燥

この実験は現地試験5)をしたo試験地は新潟県西蒲原

平野の中央潟東村で，土は粘土質ロームないし粘土であ

る。埋設形状を Fig.22に示す。施工は昭和 43年 11

月で，結果は今後にまたなければならないが，現在まで

の所見では，表層およびその直下に発達している水みち

的孔ゲキとの連続性もよいようである。また，施工翌春

の状況では暗キョの周辺，とくに直上では排水と毛管上

昇抑制によりよく乾燥していた。

しかし暗キョ側壁土層への影響，ホ場全面に対する機

能効果などについては今後の調査にまたなければならな

い。

Table 3. 土壊の温度伝導係数

-試．．．．．＼料.＼ ---項----目-
温 度 伝 i守首 度

含 水 比 乾燥密度

I -25°C~O°C 5°C~30°C 

印脂沼タイ租土（シルト） 11.0% 0. 78 g / cm3 l .6X I0-3(C.G.S.) l .6x I0-3(C.G.S.) 

同 上 90.0 0.75 9.0x 10-a 4.5X I0-3 

同 上 161.0 0.49 10.5xl0-3 l.6x 10-3 

嬬恋（つまごい）（浅間）火山灰土 26.0 0.74 0.92x 10-3 0.95x 10-3 

同 上 49.0 0.47 2.sx 10-3 1.sx 10-3 

同 上 180.0 0.38 8.5x 10-3 1.7xI0-3 

水 （理 論 的 計 算） l.14Xl0-2 1 .4x I0-3 
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IV 結 言

粘質土壌の乾燥促進，とりわけ暗キョ周辺からの乾燥

について，多くの項目一ー追求点ーーからなる研究を開

始した。研究は初期的段階で，項目別の追求にも精粗が

あり，項目を関連させての検討についてはさらに弱体で

あるが，現段階における要約はおおよそ次のとおりであ

達している場合以外では効果が小さい。

④ 低気温空気を暗キョに導入して，暗キョ周辺から

凍結させることができるが，含水比の高い場合は凍結の

およぶ範囲は狭い。しかし，暗キョ管のごく周囲に生成

した難透水層を破壊するには有効と思われる。

⑤ 疎水性材料による浅い不定型大断面暗キョの，ょ

り広い領域に対する効果については今後の研究にまたな

ければならないが，至近距離，とくに直上部分に対する

乾燥効果は顕著である。

⑥ 透水度の変化・収縮における形状から仮説“粘質

土における土粒子は透水・乾燥による水の流動，水分移

動方向に連行移動する”を立てることができる。この仮

説は現段階では否定されない。

⑦ 以上は排水状態にない暗キョについて通風，凍結

の乾燥促進効果と，新しい形態の暗キョの乾燥効果につ

いての研究である。手段は主として物理的な方法である

が，高含水比の土に対しては今後化学的な手段を加える

ことが重要と思われる。

る。

① 暗キョ内通風による蒸発量は大きい。ただし管路

延長が大きい場合については未検討である。しかし，ょ

り重要なことは，暗キョからの蒸発では水発では水分が

暗キョに向かって収束する条件により，含水比のコウ配

が小さいこと，この水分の移動が土粒子を暗キョ周辺に

連行することによって，含水比低下の割合にはキ裂が生

じがたいことである。

② 試作の積算型蒸発計 (Fig.18) は，暗キョ内な

どの狭い場所でも使用できるので，蒸発要因を総合的に

計量することができる。

③ 粘質土壌の透水性改良に凍結を利用することがで

きる。ただし，乾燥的環境と土壌密度が一定段階以上に
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Promotion of Clayey Soil Drying (Part 1) 

-Soil Drying around Underdrains— 
Hisao NEGISHI, Harumi KAMIMURA, Mitugu MORlYA, Toshiya FURUKI, 

Atsushi TADA, Kazuo SUGAWARA and Hiroshi SATO 

Summary 

The effect of underdrain for drainage from a paddy field of heavy clay soil appears very slowly and 

this fact comes from low soil permeability. 

Fundamental experiments were made for testing the possibility of several methods as follows : 

(i) Whether soil drying can be accelerated and soil crack appears quickly when air flows through soil. 

(ii) Whether an underdrain with a large and indefinite section made by burying permeable material in 

soil is useful. 

(iii) Whether permeability increases by freezing. 

The results obtained are : 

(1) Evaporation from the soil through an underdrain pipe is large when a blower is set on one end 

of the pipe and the other end is open. But in this case, the gradient of soil water content toward the pipe 

is small and soil crack does not grow easily in spite of the decreasing of the water content. Perhaps this 

comes from the movement of particles toward the pipe with the movement of water. 

(2) A porous porcelain accumulation evaporimeter is produced (Fig. 18). This is suited for use in narrow 

area, for example in an underdrain pipe. 

(3) The hypothesis "heavy clay soil particles move with moisture when permeating through soil and the 

drying of the soil continues" can be set up based on the shape of shrinked soil block and the change of 

permeability. 

(4) Freezing zone of high water content soil is small, but in permeable soil structure near an underdrain 

pipe is broken and this phenomenon may increase soil permeability. 
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