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土のキャピラリーバリア機能を利用した節水かんがいシステムの開発
－パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区における適用可能性調査－
森井俊広1*・藤巻晴行2
（平成27年12月10日受付）
要

約

砂層とその下部に礫層を重ねた地盤層は、互いの水分保持特性の相対的な違いにより、キャピラリーバリア（Capillary
barrier: CB）機能を発揮する。降雨あるいは地表面かんがいにより下方浸潤が生じると、この機能により、砂層と礫層の境界
面の上部で浸潤水が保持・貯留され、さらに下方の礫層への水分移動が抑制される。かんがい水を不必要に下層へ浸潤させる
ことなく、有効に植物生育に供することができるため、節水の効果をもつ。乾燥地あるいは半乾燥地における CB の適用性を探
るため、2015年３月20日から25日にかけパレスチナのヨルダン川西岸地区を渡航調査した。Ramallah 市郊外のウォーターハー
べスティング試験サイトにキャピラリーバリア試験区を設け、自然気象条件下における土壌水分動態の長期計測を開始した。
現地の土からふるい分けにより中礫分サイズの礫を容易に入手できるか、礫層を敷設することにより、非常に降雨量が少ない
自然気象条件下でも効果的に土中水分を捕捉できるかどうかについて、土壌水分量の長期モニターにより確認することを、当
面の調査目的とした。
新大農研報，68:37-41，2016
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調査の概要

CB 試験区の造成と土壌水分計測

砂層とその下部に礫層を重ねた地盤層は、互いの水分保持特
Ramallah 郊外西方の Wadi Al-Fawar 谷の南側斜面部（N31°
性 の 相 対 的 な 違 い に よ り、 キ ャ ピ ラ リ ー バ リ ア（Capillary
53'30"、E35°
08'27"）を CB 試験区とした。図１に CB 試験区を
barrier: CB）機能をもつ。降雨あるいは地表面かんがいによ
示す。中央のオリーブの樹の手前に広がる小区画が埋め戻した
り下方浸潤が生じると、この機能により、砂層と礫層の境界面
CB 試験区である。写真奥側は、Wadi Al-Fawar を挟んで反対
の上部で浸潤水が保持・貯留され、さらに下方の礫層への水分
にある北側斜面である。手前の木枠はウォーターハーベスティ
移動が抑制される。かんがい水を不必要に下層へ浸潤させるこ
ング試験の一環として斜面流出の計測のために設置したもので
となく、有効に植物生育に供することができるため、節水の効
ある。中央に立てた鋼パイプには、風向 ･ 風速計 Davis Cup
果をもつ（傳田ら、2013）。CB は、また、下方の地下水から
Anemometer、気温・湿度計 VP-3、雨量計 ECRN-50（いずれ
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の毛管上昇を遮断することから、塩分集積に対しても効果的に
も Decagon Devices Inc. 製）で構成される気象観測システム
機能する（星野ら、2013）。CB 機能を、広く、条件不利地に
を設置してある。
おける新たな農地開発に適用するとなると、圃場全面に礫層を
図２（a）および（b）に示すように、おおよそ長さ 120cm、
敷設する必要が生じ、工事費用と時間は多大なものとなる。こ
の問題を解決するには、植栽位置の直下に礫層を部分的に敷設
する方法が効果的である（森井ら、2015）。
礫層を部分敷設、あるいは部分埋設した CB の機能を調べる
ため、2015 年３月 20 日から 25 日にかけパレスチナヨルダン
川西岸地区を渡航調査し、Ramallah 市郊外のウォーターハー
べスティング試験サイトにキャピラリーバリア（Capillary
Barrier: CB）試験区を設け、自然気象条件下における土壌水
分動態の長期計測を開始した。現地の土からふるい分けにより
中礫分サイズの礫を容易に入手できるか、礫層を敷設すること
により、非常に降雨量が少ない自然気象条件下でも効果的に土
中水分を捕捉できるかどうかについて、土壌水分量の長期モニ
ターにより確認することを、当面の調査目的とした。本文では、
これらの調査試験の結果を紹介するとともに、今後、継続的に
図１ CB 試験区の全景
現地調査試験を進めていくために必要な検討事項をまとめる。
図 1 CB 試験区の全景（Ramallah
郊外西方，
（Ramallah 郊外西方、N31°
53'30"、E35°08'27" 位置）
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CB 試験区の造成

(g) 埋め戻しの状況

(h) 人足による締固め
(i) 埋め戻しの終了
幅 60cm の区画を 35cm ほどまで手掘りしたのち、図２（d）
EC-5 の校正曲線を図４に示す。いずれのセンサーの校正曲線
図 2 CB 試験区の造成
も Decagon Devices Inc. が共通して定めているもの（直線状）
の掘削溝の長さ方向の半分を、礫層を敷設する CB 区、残り半
(g) 埋め戻しの状況
(h) 人足による締固め
(i) 埋め戻しの終了
分を、掘削土を埋め戻して原地盤相当の対照区とした。礫層の
と大きな違いはない。これら５本の EC-5 は、同じく Decagon
Devices Inc. 製のデータロガー Em5b に接続し、１時間のタイ
礫材は、掘削土を 4.75mm のふるいにかけそのうち
程 試験区の造成
図 20mm
2 CB
度以上の粗礫を目視で取り除いて準備した（図２（c））。掘削
溝の底面を整地し土壌水分センサーを設置したのち、図２（e）
に示すように、これらの中礫分を厚さ３cm に敷設しその表面
図 2 CB
が深さ 30cm になるようにした。その後に埋め戻す土の砂分や
細粒分が礫層に入り込まないように、礫層表面に透水性の不織
布パスライトを敷き（図２（f））、その上に大礫を除いた掘削
土を手と足で締固めながら埋め戻した（図２（g）および（h）
）
。
図２（i）は、埋め戻したあとの CB 試験区の地表面であり、
前掲の図１の中央オリーブの手間の小区画である。
礫層の敷設と埋め戻しに際し、土壌水分を長期にわたって計
測するため、Decagon Devices Inc. 製の小型土壌水分センサー
EC-5 を計５本、埋設した。埋設位置は図３に示すとおりで、
対照区では深さ 35cm と 16cm 位置にそれぞれ番号 91 と 88 の
土壌水分センサーを、CB 区では礫層より下部の深さ 35cm 位
置、礫層直上部の深さ 28cm 位置、そして 16cm 位置にそれぞ
れ番号 96、92、そして 87 の土壌水分センサーを埋設した。

ムインターバルで計測を始めた。CB 試験区に隣接して、雨量
計 ECRN50（Decagon Devices Inc. 製）を設置し、同じく１時
間間隔で雨量計測を行った。
試験区の造成
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2015年３月から５月にかけての土中水分計測結果
8/10
図 ５ に、CB 試 験 区 造 成 時 の 2015/03/23 17:00 よ り
2015/06/10 17:00 までの 79 日間の計測結果を示す。横軸に経
過時間、縦軸に EC-5 により測定された体積含水率、ならびに
第２縦軸に雨量計 ECRN50 による時間雨量をまとめる。CB 区
の深さ 35cm 位置（礫層の直下部）に埋設した土壌水分センサー
（センサー番号 96）が不調な動きを示している。土壌水分セン
サーの埋設時点からすでに不調であったようであり、データロ
ガーの計測条件設定時に計測値をチェックすべきであった。図
５の計測結果の取りまとめでは、No.96 のセンサーの計測デー
タをはずしている。
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Plane

Plane

今後の展開

35
35

Gravel layer

今回の調査では、現地の状況と試験計測に対する準備が十全
ではなかった。反省すべき点であり、土壌水分センサーの埋設
時における土の埋め戻しへの配慮が十分でなかったかもしれな
い。土の埋め戻しとその時の締固めの均一性には注意を払う必
要があった。礫層に埋め戻した礫分には細粒土粒子が付着して
おり、CB 効果が十全に発揮されていなかった可能性もある。
土壌水分センサー 96 番については、設置後確認を行っていれ
ばセンサー機能の不調を見出せたはずであり、データロガーへ
の接続後のチェックを行うべきであった。

Hill side
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2015 年９月ごろに、再度、調査訪問の予定である。CB 試験
区はあらためて設営しなおす必要がある。
次の点に留意したい。
a）部分礫層を 20cm 深さに敷設した 20cm 礫層区、30cm 深さ
に敷設した 30cm 礫層区、そして対照区の３試験区画を設
け、各区画に礫層上部２箇所と下部１箇所の３本の EC-5
を設置する（計９本）。これらは２個の Em5b に分けて接
続し、万が一のデータロガーの不調にも備える。
b）土のふるい分けによる粒度試験を行う。Daiki の土壌用ア
ミ篩 DIK-2430（直径 100mm × 高さ 45mm のポータブル
な円筒サイズで、網目 2.0、1.0、500 μ m、250 μ m、106
μ m が標準販売）の準備を考える。
c）原位置透水試験により現場飽和透水係数を測定する。これ
に備えて、Mini Disk Infiltrometer（Decagon Devices, Inc.
製）の適用可能性を確認することとする。
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壌水分センサーの埋設位置

図３

CB 試験区の大きさと礫層および土壌水分センサーの埋設位置

図 3㻌 CB 試験区の大きさと礫層および土
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の埋め戻しの際に不手際があったかと考えられるが、あるいは
実際の傾向を表しており、深さ 35cm と表層に近い箇所ではあ
るが、隣接する斜面から土壌水分が浸潤水としてほぼ水平方向
に流入してきているとも考えられる。
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土のキャピラリーバリア機能を利用して節水かんがい、ある
いは局所的なウォーターハーベスティングを展開することは、
技術的に十分に可能であると考えられるが、その適用の場は日
本国内にはなく、その意味で、今回のパレスチナヨルダン川西
岸地区での調査開始はようよう実務展開の糸口を見出せたとの
感触である。今後、信頼あるデータを蓄積し、それらの分析に
もとづき、キャピラリーバリアの展開を通して水資源が希少な
半乾燥地・荒蕪地の農業振興につなげていきたいと考える。
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図４ 埋設した土壌水分センサーの校正曲線
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図 4㻌0.4
埋設した土壌水分センサーの校正曲線
Output
計測開始後 19.8 日後（４月
12 (Volts)
日午前 10 時頃、現地時刻午
前３時頃）に時間雨量４mm の降雨が２時間ほどあり、その後
23.4 日後（４月 16 日午前３時頃、現地時刻 15 日午後８時頃）
に時間雨量
8mm の降雨が発生している。これらの降雨により
図 4㻌 埋設した土壌水分センサーの校正曲線
土壌浸潤が生じ、比較的短時間に土壌水分の上昇応答を示して
いることから、透水性は高いと想定される。一方、23.4 日後の
降雨浸潤で上昇した土壌中の体積含水率は、その後の時間の経
過にもかかわらず速やかに低下することはなく、土壌の保水性
はやや高いように見受けられる。CB 区の深さ 28cm 位置では、
礫層の直上部であることから、このような降雨発生時には、
CB 効果により浸潤水が保水され、たとえば 16cm 位置の土壌
水分センサーより高めの体積含水率を示すと想定されたが、こ
の間の計測ではそのような傾向は見られない。いまのところ理
由は定かではない。また、対照区の深さ 35cm 位置における体
積含水率がやや高くなっている。土壌水分センサー埋設時の土

謝辞
南九州大学環境園芸部准教授竹内真一氏、鳥取大学農学部教
授猪迫耕二氏ならびに東京大学大学院農学生命科学研究科教授
塩沢昌氏には、今回の調査旅程・工程においてさまざまなご支
援をいただいた。ここに記して厚くお礼申し上げたい。本調査
研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基
金助成金）挑戦的萌芽研究「現地砂礫を活用した環境調和＋節
水型の畑地かんがい法の展開」
、鳥取大学乾燥地研究センター
共同研究事業一般研究「部分埋設型 CB（キャピラリーバリア）
を利用した節水かんがいシステムの開発」
、ならびに JSPS 二
国間交流事業共同研究「パレスチナ西岸地区におけるウォー
ターハーベスティングによる食料安全保障の強化」により経費
支援をいただいた。ここに記して深く感謝したい。

9/10
9/10

39

森井・藤巻：キャピラリーバリア機能を利用した節水かんがい

Volumetric moisture content (m3/m3)

新潟大学農学部研究報告

第 68 巻（2016）

0.5

0

0.4

2

0 .3

4

Ref, -35cm
CB, -16cm

0.2
CB, -28cm

0 .1
0.0
0

10

20

30

6
8

Ref, -16cm
40

50

60

70

Precipitation (mm/hr)

ページ全段幅で掲載↓

10
80

Time (days) after beginning of measurement at 17:00, May 23, 2015 (Local time 10:00, May 23)
図５

試験区で計測された体積含水率の変化と時間降雨量

図 5 試験区で計測された体積含水率の変化と時間降雨量
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Water saving irrigation using capillary barrier
－ Feasibility study in West Bank of the Jordan River, Palestine －
Toshihiro MORII1* and Haruyuki FUJIMAKI2
(Received December 10, 2015)
Summary
A simple soil layer system which constitutes of a finer soil layer underlain by a coarser soil layer shows an excellent
characteristic of capillary barrier (CB). Downward percolation of water during infiltration or redistribution ceases where
the infiltrated water migrating through the sand layer encounters the gravel layer, and the water accumulates just above
an interface between the soil layers with less percolating into the gravel layer lower. As their roots can easily utilize the
water retained within the upper soil layer, agricultural plants grow well even under supply of less irrigation water. In order
to study feasibility or applicability of the CB system of soil in an arid or semi-arid area, a site investigation was conducted
in the West Bank of the Jordan River, Palestine, during 20 to 25 March, 2015. The CB test plot was constructed in the olive
orchard near Ramallah City and, since then, the soil moisture contents in the CB system of soil have been monitored in the
field. In this paper, the soil moisture contents measured in the CB test plot are plotted during 79 days after 23 march, 2015,
and compared with those measured in the orchard soil without the gravel layer.
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Key words : Capillary barrier of soil, West Bank of the Jordan River, Feasibility study, Soil moisture sensor, Volumetric
moisture content
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