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異なる水分条件を有する砂の熱特性:

粒子の粒径 ・形状，および石英含有率の影響

鴨志田剛久 1. ~賓本昌一郎 1 ，2 .川本 健 1，2.榊利博 3 小松登志子 1，2

Thermal properties of sands at variably-saturated condition: 

Effects of particle size and shape， and quartz content 

Takahisa KAMOSHIDA1， Shoichiro HAMAMOT01，2， Ken KAWAMOT01，2， Toshihiro SAKAK13， and Toshiko KOMATSU1，2 

Abstract: Th巴rmalproperties of sands with differ巴ntpar-

ticl巴 sizeand shape were measured. All sands showed 

the similar trend for the change in heat capacity， increas-

ing with increasing in water content (θ).The gradient of 

the thermal conductivity (λ) toθunder the dry region 

(e < 0.05 '" 0.10) increased with increasing particle size 
for sands with rough shape， indicating an increase in con-

tact points per soil particle highly enhanced thermal con-

duction. Oppositely， for the wet region (θ > 0.05 '" 0.10)， 

the gradient of λto e were similar for sands with different 
particle size. Equations ofλat completely dry condition 

and water saturation w巴rederived from obtained relation-

ships between quartz content and λin this study. By in-

serting these equations， existing models for thermal con-

ductivity were modified， which markedly improved model 

performances. 

Key Words : thermal properties， sand， particle size， parti-

cle shape， qu紅 tzcontent 

1.はじめに

土壌中の熱移動現象の理解は，農地における適切な作

物管理，廃棄物処分場における安定化促進，汚染土壌の原

位置熱処理の最適化などの観点から非常に重要である.

土壌中の熱移動現象は，熱伝導率や体積熱容量といった

熱特性によって表現される.土壌の熱特性は，水分量や

乾燥密度などの土壌の物理特性に大きく影響を受ける.

一般的に，土壌の熱伝導率および体積熱容量は水分量の

増加とともに増加し，特に熱伝導率は，絶乾状態から一

定水分領域までで急激に増加するこ とが知られている.

また， 固相は液相 ・気相に比べ熱伝導率が非常に高く，乾
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燥密度の上昇にともなう固相率の増加は熱伝導率を増加

させる (vanRooyen and Winterkorn， 1959; Abu-Hamdeh 

and Reeder， 2000) 一方，体積熱容量においては，固相

は液相より も比熱が小さいため，乾燥密度(固相率)の増

加は同体積含水率で体積熱容量の低下を導く (deVries， 

1963) .士性の違いも熱伝導率に大きく 影響 し，同体積

含水率条件で，砂分が多い試料ほど熱伝導率は高く，粘

土分や有機物含有量が高いほど熱伝導率が低いことが知

られている (vanDuin， 1963). 

土壌の物理特性に加え， 土粒子の微細構造や土粒子の

鉱物組成，すなわち土粒子の粒径 ・形状や石英含有率も

土壌中の熱特性，特に熱伝導率に大きく影響を与える要

因の一つである.粕淵(1982) は2種類の粒径のガラス

ビーズにおける熱伝導率の水分依存性について調べ，低

含水域で、は粒径の大き なガラスビーズの方が熱伝導率

は高い一方で，高含水域で、は粒径の小 さなガラス ビー

ズの方が熱伝導率は高く なること を示した. Smits et al. 

(2008)は，粒径の異なる4種類の均質な砂試料を用い

て熱伝導率の水分依存性を調べ，乾燥密度の違いに比べ

粒径の違いが熱伝導率に与える影響は小さいことを報告

した. Midttomme and Roaldset (1998)は，粒径の異な

る石英砂を用いて熱伝導率を測定し， 粒径が小さくなる

に従い熱伝導率が低下する結果を得た. この理由として

粒径が小さい試料ほど，熱移動の抵抗となる土粒子聞の

接触が増加するためと説明している.土粒子の粒子形状

の違いは，土粒子同士の接点数や連結性に影響を与える.

また，石英などの一次鉱物は，粘土鉱物などの二次鉱物

に比べ熱伝導率が高いため， 石英含有率の増加は試料中

の熱伝導率を増加させる.このような粒子の粒子形状や

石英含有率の影響については，既往の熱伝導率予測モデ

ルの中でモデ、/レパラメータとして組み込まれている (de

Vri巴s，1963; Johansen， 1975). 

上記のように，土粒子の粒径・形状，石英含有率は土壌

の熱特性に大きく影響を与えるものの，これらの要因が

熱伝導率に与える複合的な影響については十分理解され
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Table 1 砂試料の物理特性.
Physical properti巴sfor sands. 

Particle siz巴 Porosity Particle 
Sample 

φ(m3 m-3) 
density 

dso (mm) PS (Mg rrI-3) 

Glass beads 
0.22 0.40 2.55 
0.53 0.40 2.62 

0.36 0.33 2.66 

Accusand 
0.53 0.33 2.65 
0.71 0.32 2.65 
1.11 0.32 2.65 

0.18 0.40 2.70 
Narita 0.34 0.40 2.63 

0.64 0.40 2.60 

0.20 0.40 2.65 

Granusil 
0.31 0.39 2.66 
0.50 0.39 2.66 
0.72 0.39 2.65 

Toyoura 0.19 0.40 2.64 

ていない.これらの影響を正確に把握することは，土壌

の物理的特性に加え士粒子の微細構造を考慮した，より

精度の高い熱特性予測モデルの構築を目指す上で非常に

重要である.従って本研究では，粒径，形状，石英含有

率の異なる砂試料を用いて砂の熱特性を測定し，土粒子

の微細構造や鉱物組成の違いなどの様々な要因が熱特性

の水分依存性に与える影響を調べることを目的とした

また，実測データに既往の予測モデルを適用するととも

に，そのモデルに改良を加えその適合性を検討した.

2.方法

2.1試料

本研究では，形状および粒径の異なる砂試料として，ガ

ラスビーズ(平均粒径 0.22，0.53 mm)， Accusand (平均

粒径 0.36，0.53，0.71，1.11 mm)，成田砂(平均粒径 0.18，

0.34， 0.64 mm)， Granusil (平均粒径0.20，0.31，0.50，0.72

mm)，および豊浦砂(平均粒径0.19mm)を用いた (Table

1). 

Table 1にAccusand，成田砂， Granusil，豊浦砂の石英

含有率 Qを示した. Accusand，成田砂， Granusilの石英

含有率は，偏光顕微鏡を用いて試料中の石英粒子数を観

察することで得た.豊浦砂の石英含有率は， Oda (1972) 

による文献値である. Table 1のR，Sはそれぞれ士粒子

のRoundness(円磨度)， Sphericity (真球度)を示す.R

はYoud(1973)に従い，各試料の最大間隙比または最小

間隙比と粒径分布の均等係数から間接的に求めた.その

結果，成田砂， Granusil，豊浦砂は R値が低く，宇品、粒

子形状を有しており，ガラスビーズ， AccusandはR値

が高く滑らかな粒子形状を有する試料と分類した. Sは

土粒子を楕円形と見なし，その長軸と短軸の比を表す.

Sは各試料に対してランダムに選抜した土粒子(100個

程度)に対して， Scion Image (Scion co叩oration)を用

いた画像解析から得られた. S値は試料開で顕著な違い

がみられなかった.

Ddr巴yIlbsiuty lk 
Quartz Roundness Sph巴ricity
cont巴nt

pb (Mg rrI-3) Q (%) R S 

1.53 
1.00 1.00 

1.57 

1.77 
1.79 

99.8 0.80 0.80 
1.80 
1.81 

1.62 
1.58 33.7 0.30 0.73 

1.56 

1.60 
1.61 

77.4 0.20 0.70 
1.61 
1.62 

1.58 75.0 0.25 0.74 

2.2実験方法

風乾状態の試料を Table1に示す乾燥密度で，内径 5.6

cm，長さ 4.1cm，容積 100cm3のステンレス製円筒容

器に充填した.充填は，円筒容器に漏斗を用いて試料を

入れ，タッピングによる突き固め操作を 8回に分けて

行った.各試料を水で、飽和させた後，所定のサクション

(cm)で試料中の土壌水を段階的に排水させた (70cm 

まで).各試料につき実験は 3反復行った.各サクショ

ン段階で，試料の熱特性を測定した.熱特性の測定には，

KD2-Pro (Decagon社製)の 2線式ブρローブ (SH-l)を

用いた. 2線式プロープ?は片方のフ。ロープから熱を発生

させ，もう一方のプロープで熱応答(熱の到達時間，温

度変化)を計測することで熱特性を測定するものである.

測定は室温 200Cの』恒温室内で、行った.

3.結果および考察

3.1土粒子の粒径形状及び石英含有率の影響

全ての砂試料における熱伝導率 λと体積含水率 Oの

関係および体積熱容量Cと体積含水率の関係を Fig.1に

示した.一般的な挙動として、熱伝導率は絶乾状態のと

きには小さいが体積含水率の増加にともなって急激に増

加する.また，体積含水率 0.05 '̂ 0.10を境に体積含水

率の上昇にともなう熱伝導率の増加率が低下した.この

熱伝導率の増加率が変化する点を熱伝導率の変曲点 θ*

と定義した.ガラスビーズは他の砂試料に比べ熱伝導率

が低かった.一方で，石英含有率の高い Accusandは，異

なる水分条件で他の試料よりも高い熱伝導率を示した.

Fig. lbに示すように体積熱容量は，試料によらず体積

含水率の増加にともない一様に増加した.一般に体積熱

容量は各相(固相，液相，気相)の存在割合と比熱の積

から求められる.既往の文献値から固相，液相，気相の

体積熱容量をそれぞれ 2.1，4.2，0MJ m-3 K一lとし(宮

崎ら， 2005)，固相率を 0.6とした場合の体積含水率に対

する体積熱容量の計算結果を実線で表した.絶乾状態，



GI， G2， 0*をフィッティングパラメータと し，上式を各

試料の熱伝導率測定値に対して適用した.λ*は 0=θ*

時の熱伝導率である. Fig. 2中の点線は， Accusand 

(0.36 mm) と成田砂 (0.34mm) に対して得られた F

を表している.水分特性曲線に対して VGモデ、ルを適

用し得られた残留水分率 Orと F の関係を Fig. 3aに

示す. Orと V の関係は試料によ らず明瞭な線形関係

(θ*=1.260r)にあることが分かった.粒径と F の関係

をFig.3bに示す.平均粒径が大きいほど F は低下する

傾向がみられた 士粒子聞のメニスカス水の存在は，士

粒子聞を通した熱伝導を飛躍的に促進させる.従って得

られた結果から，粒径が大きく比表面積が小さい土粒子

で構成される砂試料では，土粒子聞のメニスカス水を形

成するための水分量が少ないと考えられる.

体積含水率の上昇にともなう熱伝導率の増加率 G と

平均粒径の関係を Fig.4に示す.θ 三θ*領域では，全

試料において粒径が大きくなるにつれて GI値は増加し

た (Fig.4a). その増加率は表面が組し、 (R値が低し、)試

料において高くなる結果が得られた. 一方で，表面が滑
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Fig. 2 (a) Accusand (0.36 mm)と(b)成田砂 (0.34mm)における熱伝導率の水分依存性と水分特性曲線.
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Fig.l 全試料の (a)熱伝導率と (b)体積熱容量.

(a) Thermal conductivity and (b) heat capacity as a function of volumetric water content for all samples. 
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飽和状態では実験値と計算値はほぼ同じ値を示したが，

体積含水率 0.3付近では計算値より も低い値を示してい

る.このことから，周囲の気相の存在により液相の連結

性が阻害され，熱移動に寄与しない土壌水が存在するこ

とが示唆された.またフ。ローブと試料聞の接触が不完全

である可能性など，これらの理由についてはさらに検討

が必要である.

各試料に対して得られた水分特性曲線と熱伝導率の水

分依存性の一例として， Accusand (0.36 mm)と成田砂

(0.34 mm)の水分特性曲線と，熱伝導率と体積含水率の

関係を Fig.2に示す.図中の破線は，水分特性曲線に対

する vanGenuchten (VG)モデルのフィッティング結果

を表す.体積含水率の上昇にともなう熱伝導率の増加率

をG とし， θ:::;0* (Region 1)， 0* <θ(Region 2)領域

における Gを，それぞれ G]，G2とすると，各水分領域

に対する熱伝導率は次式で表すことができる.
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(3) 

このこ とから，間隙中の土壌水の存在が，熱伝導率の

高い石英を通した熱移動を促進させると考えられる.

本研究にて得られた熱伝導率の測定結果に対して，

まずは既往の予測モデ、ル式を適用 し，その妥当性を検

討 した. 既往のモデルとして Johansen(1975) とCote

and Konrad (2005) に提案されたモデル式を適用した.

Johansenモデ、ルは次式で、表される.

Ke 竺 O.71ogS，十1.0

一方で， 飽和状態では石英含有率の増加とと もに単位

固相率当た りの熱伝導率は増加した.

(4) 

(5a) 

(5b) 

ここでKeは熱伝導率の水分依存性を表し，飽和度 (Sr)

の関数と して表される.また，飽和状態、，絶乾状態の熱

(Sr > 0.05) 

λ=(九at一λdry)Ke +λ向

λ叫 /Vs= 0.02Q + 1.67 

Actry /九=0.38 

した.らかな (R値が高し、)試料では粒径による G]値の変化

は小さかった.このことから，表面が粗い試料では，粒

径の増大により 土粒子一個当たりの接点数が増加するこ

とで， 水分増加にともなう見かけの土粒子聞の接触面積

の増加，すなわち土粒子一水ー土粒子を介した熱伝導が

促進されたことが考えられる. また，石英含有率の高い

Accusandでは，粒径によらず高い G]値が得られた.

e* < e領域における G2に関しては，Fig.4bに示すよ

うに，同類の試料における差は顕著にみられなかっ た.

しかし， G]と同様に，石英含有率の多い試料ほど G2が

高くなる結果が得られた.湿潤領域では熱伝導の経路が

土粒子ーメニスカス水一土粒子に支配される低含水領域

と異なり，士粒子と水の混合体をより平均的に熱が伝導

するメカニズ、ムが卓越すると考えられるため，e ~ e*領
域でみられたような接点数の違いによる熱伝導率増大効

果は小さいと考えられる.

3.2既往のモデル式の検証

単位固相率 Vs当たりの熱伝導率と石英含有率の関係

を Fig.5に示す. Fig. 5a， 5bはそれぞれ絶乾状態，飽

和状態の値を示している.絶乾状態での単位固相率当た

りの熱伝導率は，すべての試料においてほぼ一定値を示
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提案している.伝導率 (λsatおよび λdry) は次式で表現される.
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ここで，X (Wm-1K-1) とηは，粒子形状を代表する

係数であり， Cote and Konrad (2005)では砂試料におい

てそれぞれ0.75Wm-1K-1，1.20を提案している. Cote 

and Konradモデ、ルにおける λdryは式 (7) を用いた.

Johansenモデルと Coteand Konradモデ、ルによる予測

値と木研究で得られた全ての実測値との比較を Fig.6a 

に示す.両モデルともに，熱伝導率λが1.5(Wm-1K一1)

以上の高含水比条件では，予測値が実測値よりも過大評

価となった.また，熱伝導率 λが1.0(W m-1K-1)以

下の試料の一部については，予測値が実測値を 3倍以

上過大評価する結果が得られた(平均二乗誤差， RMSE

= 0.54). 

次に，本研究で得られた絶乾状態，飽和状態における

熱伝導率の経験式(式 (3)，式 (4))を Johansenモデ

ル(式 (6)，式 (7))および Coteand Konradモデル(式

(7) ，式(10))に導入した.その結果， Fig.6bに示すよ

うに Johansenおよび Coteand Konradモデ、ルの適用性は

大幅に改善された (RMSE= 0.35， 0.37). 

以上の通り，異なる粒径，粒子形状，石英含有率を有

する砂試料においても，絶乾・飽和状態の正確な熱伝導

λsat =χ10一ηφ(6) 

(7) 

ここで， φは全間隙率， Pbは乾燥密度， んは圃相の

熱伝導率，んは液相(水)の熱伝導率(=0.594 (W 

m一IK一l)，20 oC， Lu et a1.， 2007)である.λsは，石英

含有率 (Q%)，石英の熱伝導率 (λq=7.7Wm-1K-1)， 

および石英以外の鉱物成分の熱伝導率んによって次式

で表される.

本研究では，んとして 2.0

(Johansen， 1975) 

Cote and Konradモデ、ルは Johansenモデルを元に式

(5b) を次式のように表した.

(8) 

を用いた

(9) 

ここで，kは試料の土性に依存する係数であり，本研

究では Coteand Konrad (2005) に従い 3.55を用いた.

また，Cote and Konrad (2005) では，九atとして次式を

λsat =λs(lーφ)λwφ

λdry = (0.135Pb+64.7)/(2700-0.947Pb) 

(W m-lK-1) 

Ke = kSr/ [1 + (k-1)Srl 

λsλq O.OlQ Ao (I-O.OIQ) 
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率を考慮することで，両モデ、ルは体積含水率増加にとも Cot己， J. and Konrad J.】M.(2005): A generaliz巴dthermal con 

なう熱伝導率の変化を適切に評価し，精度の高い予測が ductivity model for soils and construction materials. Can. 

可能であることが示された Geotech.J.， 42・443-458.

4.まとめ

本研究では粒子の粒径および形状・石英含有率が砂の

熱特性に与える影響について明らかにすることを目的と

し，粒径・形状の異なる砂試料を用いて異なる水分条件

で、熱特性の測定を行った.その結果，土粒子の粒径，形

状ならびに石英含有率が体積熱容量に与える影響は小さ

いことが明らかになった.一方，体積含水率の増加にと

もなって急激に熱伝導率が上昇する低含水領域で、は，粗

い粒子形状の試料において平均粒径が大きいほど体積

含水率の上昇にともなう熱伝導率の増加が高い結果が

得られた.このことから，粒径の増大により土粒子一個

あたりの接点数が増加し熱伝導が促進したことが示唆さ

れた.湿潤領域では，体積含水率の上昇にともなう熱伝

導率の増加は，粒径によらず同試料で一様であった.ま

た，増加率は石英含有率の高い試料ほど高い結果が得ら

れた.本研究で得られた絶乾-飽和状態における熱伝導

率の経験式を導入することで，既往の熱伝導率の予測モ

デルの適用性は大幅に改善された.
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粒径・形状の異なる砂試料を用いて異なる水分条件で熱特性を測定した.体積熱容量は，土粒子の粒径・

形状及び石英含有率によらず，同体積含水率で比較した場合，試料開で顕著な差はみられなかった.乾

燥領域では，半島、粒子形状の砂試料において平均粒径が大きいほど、体積含水率の上昇にともなう熱伝導

率の増加率が高くなる結果が得られた.一方湿潤領域での熱伝導率の増加率は，同種の試料であれば粒

径によらずほぼ一定であり，同粒径の試料で比較すると石英含有率の高い試料ほど高くなる結果が得ら

れた.本研究で得られた絶乾・飽和状態における熱伝導率の経験式を既存の熱伝導率予測モデルに考慮

することで，熱伝導率の予測精度は改善された.

キーワード:熱特性，砂，士粒子の粒径，土粒子の形状，石英含有率
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