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要

約

土壌塩分化を効果的に防ぐことができれば、かんがい農業の持続性が高まる。土壌中の根群域下部の比較的浅い深さに礫層
を敷設すると、土壌と礫の保水性の違いにより、地下水からの毛管上昇（上向きの不飽和流れ）を遮断できる。地下水に塩分
が含まれる場合、この毛管上昇と蒸発による塩分集積を予防できることになる。礫層とその上部に相対的に粗粒の土を配した
土層構造をキャピラリーバリアと呼ぶ。両者の土の保水性の違いは、地表面から下向きに流入する浸潤水（下向きの不飽和流れ）
を遮断する働きを持ち、その結果、礫層の直上部に浸潤水が貯留されることになる。したがって、この礫層が比較的浅い位置
に敷設されると、植物は効率よくこの貯留された土中水を生育に利用できるようになる。節水かんがいが可能となる。本研究
では、このような土の CB による地下水からの毛管上昇の遮断ならびに地表面からの浸潤水の貯留効果を、圃場での植栽実験を
通して明らかにした。
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はじめに

遮断効果を確認するため、新潟大学農学部圃場のビニールハウ
ス内に実験区画を造成し、CB による塩水制御計測実験を行っ
た（傳田，2014）。実験では、礫層の有無によって、塩水の毛
管上昇の変化を確認するとともに、異なる厚さの礫層であって
も毛管障壁機能が発揮されるかどうかについて調べた。さらに、
塩分による作物への影響を調べるため、実験区画において
2013 年９月 19 日に作物の移植を行い、10 月 31 日の収穫まで
の 42 日間にわたって植栽実験を行った。作物には、アブラナ
科の葉菜であるミズナを用いた。日々のかん水に加え、10 月
11 日からは塩分を含んだ地下水を、また対照区として塩分を
含まない地下水を一定の地下水位で供給した。対照区は地下水
として塩水を与える実験プロットと同様の地層構成で造成し
た。
図１に、実験プロットの平面配置を示す。地下水を供給する
際の上流側にあたる６プロットをプロット
（1）
、下流側にあた
る６プロットをプロット
（2）
と設定した。プロット（1）と（2）は、
同一条件で圃場を造成したもので、繰り返しを意味するが、後
述する土中水分と塩分計測はプロット（1）側のみで実施した。
実験プロットは、市販のコンテナボックス（長さ 61cm ×幅
41cm ×高さ 31cm）を用いて造成した。地下水として塩水を
供給するプロットでは、図１に示すように、砂層のみで構成さ
れた SS 区、砂層地盤の上層部から深さ 10cm の位置に厚さ
2.5cm の礫層を敷設した SG25 区、厚さ 5cm の礫層を敷設した
SG50 区を設定した。同様に、塩分を含まない地下水を供給す
る対照区では、砂層のみで構成される WS 区、砂層地盤の上
層 部 か ら 深 さ 10cm の 位 置 に 厚 さ 2.5cm の 礫 層 を 敷 設 し た
WG25 区、厚さ 5cm の礫層を敷設した WG50 区を配置した。
上に述べたように、繰り返しのため、これらの区を（1）と（2）の
２プロットずつ設け、合計 12 プロットで実験を行った。造成
後に 100cm3 コアサンプラーを用いて測定した各プロットの締

砂層とその下部に礫層を重ねた土層は、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
により不飽和浸潤が生じると、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（森井，2011；Morii, et al., 2012）
。CB は、また、
下方にある地下水からの毛管上昇を遮断することから、地下水
からの供給に由来する塩分集積を抑制することができる
（中野，
2013）。礫材は現地で比較的簡単に入手でき、特別な技術や知
識がなくても礫層を敷設することができる。自然材料である礫
は長期にわたって劣化することがなく、環境調和性に優れてい
るといった利点も合わせもつ。
本研究では、このような土の CB 機能による根群域の保水性
向上と地下水からの塩水侵入阻止の機能を圃場実験に基づいて
明らかにする（傳田ら，2013）。CB 機能を、広く、条件不利
地に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、植栽位置の直下に円盤状の礫層を部
分的に敷設する方法が効果的である。本研究では、上記の圃場
実験に続き、部分敷設した礫層での CB 機能を、圃場での地表
点滴かんがい試験により調べる（星野ら，2014）
。

CB 機能による保水性向上と塩水侵入阻止に関する圃場実験
圃場実験の方法と材料
土の CB 機能による土中水の貯留効果と塩分を含む地下水の
1

前橋市（2014年農学部生産環境科学科卒業）

2

長野県長野地方事務所（2014年農学部生産環境科学科卒業）

3

柏崎市（2013年農学部生産環境科学科卒業）

4

新潟大学農学部

* 代表著者：morii@agr.niigata-u.ac.jp

65

新潟大学農学部研究報告

第 67 巻１号（2014）

(a) Plane of test plots

(b) Section of test plots
図1

保水性向上と塩水侵入阻止に関する圃場実験の実験プロット

固め密度（乾燥密度）は 1.2 ～ 1.3Mg/m3 であった。
繰り返しプロットのうちプロット（1）において、Decagon 社
製の土壌水分・温度・EC 計 5TE をコンテナボックス内の深
さ方向４か所に埋設し、土壌水分（体積含水率θ）
、電気伝導
度（EC）および地温を測定した。データロガーには、同じく、
Decagon 社製の Em50 を用いた。ビニールハウス内の温湿度
は HOBO pro v2 を用いて測定した。センサを埋設したプロッ
ト
（1）では、９月 19 日の移植から 10 月 31 日の収穫までの 42
日間にわたって栽培を行った。繰り返しプロット（2）では、地
下水を供給する時点（10 月 11 日）で収穫を行いかん水のみの
影響を調べるようにしたため、栽培期間は 22 日であった。図
２に、植栽実験中の実験圃場の様子を示す。地下水は全プロッ
トでコンテナボックスの内側底面から水位 5cm の深さになる
ように設定した。地下水として塩水を与えるプロットの塩水の
濃度は 10,000ppm（1%）とした。この濃度は水 1l 当たり 10g
の塩を投入する量に相当する。塩水は圃場内に設置したはかり
を用いて、水の供給量から必要な塩の質量を求め、バケツで水
と塩を混ぜ合わせてから給水タンクへ投入した。地下水として
塩水を与えない区画には、圃場内に入る水道水を供給した。植
栽実験として９月 19 日にミズナを実験区画へ移植し、その後、
毎朝、各プロットに均等にかん水を行った。ミズナがある程度
生育したところで一定水位の地下水を投入した。地下水投入後
から塩分による作物への影響、ならびに塩分を含んだ地下水の
毛管上昇に対する CB の制御効果を検証した。
実験プロットの造成に用いた砂と礫の粒径加積曲線を図３に
示す。砂は、実験圃場にもともと堆積分布するもので、細粒分
はほとんど含まず、代表粒径は 0.2mm 程度、最大粒径は 1mm

図2

ミズナを用いた植栽実験の様子

程度である。礫材は、購入した珪砂で、粒径は 2 から 10mm
程度である。土粒子の密度は、砂が 2.65 Mg/m3、礫が 2.64
Mg/m3 であった。砂について、100cm3 のコアサンプラーを用
いて、締固め密度を変えながら、定水位透水試験を実施した。
その結果を図４に示す。締固め密度とともに低下する傾向にあ
り、造成した試験プロットに対しては、おおよそ 0.6 〜 1.1 ×
10-4m/s の飽和透水係数をもつと想定される。砂と礫の水分特
性曲線は、直径 5cm、高さ 2cm のアクリル製リングを積み重
ねた円筒内に試料土を締固めたのち、自然湿潤または自然排水
を２週間継続し、そののち高さごとに土の水分量を計測して求
めた（土柱法）
。これらを図５にまとめる。図中の実線は、
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図3

圃場実験に供した砂と礫の粒度

図5

図4

砂と礫の水分特性曲線

砂の飽和透水係数
図6

植栽実験中の計器蒸発量とかん水量

部分敷設した礫層の CB 機能に関する圃場実験

van Genuchten 式を用いて、計測値を最も適切に表すように
描いたものである。同図より、砂の空気侵入値はおおよそ
10cm 程度、礫の水侵入値は非常に小さく 1cm 程度以下である
ことが分かる。

圃場試験の方法と材料
新潟大学農学部圃場に実験区画を造成し、土中水分動態を計
測することにより、礫像を部分埋設した場合の CB による水分
貯留機能を評価した（星野，2014）
。図 10 に示すように、2m
× 2m の木枠の中に、４区画を造成した。直径 40cm で礫層の
埋設深さが地表面から 20cm の区画を G40-20 区、直径 20cm
で礫層の埋設深さが地表面から 20cm の区画を G20-20 区、直
径 20cm で礫層の埋設深さが地表面から 10cm の区画を G20-10
区、対照区として砂のみの S 区を造成した。礫層の厚さは全
て 5cm とした。造成後に 100cm3 コアサンプラーを用いて測定
した各プロットの締固め密度（乾燥密度）は 1.4 ～ 1.52Mg/m3
であった。区画ごとに土中の水分量を計測するため、Decagon
社製の土壌水分計 EC5 を埋設した。図 11 に EC5 の埋設位置を、
水分計の番号とともに示した。
本実験では、かん水方法を変えて、地表かん水実験と地表間
断かん水実験の２シリーズを実施した。前者では、２日間（48
時間）連続して点滴かんがいにより水を与え続けた。後者の地
表間断かん水実験では、所定の総かん水量になるように間断的
に給水した。つまり、G40-20 区では 1,884cm3/day、ならびに

試験結果
試験区を造成し、播種後 10 日経過したミズナを移植した。
ミズナを移植したのち、23 日間にわたって、前日の蒸発量に
相当する水量を毎朝表面かん水した。その後、この表面かん水
に加えて、定水位給水ボックスより 10,000ppm の塩水を試験
区に供給し、20 日間継続した。かん水量は図６の通りである。
図７に、5TE により計測された体積含水率θの経時変化を、
図８には電気伝導度 EC の経時変化を示す。いずれも横軸はミ
ズナを移植した９月 19 日からの経過日数である。これらを代
表的な経過日数ごとに深さ方向の分布でまとめると図９のよう
になる。礫層の上部でθが高くなっており、地表かん水された
水分が有効に貯留されていること、ならびに、EC の分布変化
から、地下水から上昇してくる塩水が礫層により完全に阻止さ
れていることが分かる。CB 機能が発揮され、根群域の保水性
向上と地下水からの塩水侵入阻止を確実に実現できると判断さ
れる。
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植栽実験で計測された体積含水率の変化
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図8

植栽実験で計測された電気伝導度の変化
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図9
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植栽実験で計測された体積含水率と電気伝導度の深さ方向の分布

図10 部分敷設した礫層の CB 機能に関する圃場実験の実験プロット

図11

礫層を部分埋設した実験プロットの断面と計測センサの配置
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G20-20 区、G20-10 区および S 区では 471cm3/day の水を与えた。
地表かん水および地表間断かん水ともに、給水タンクとそれに
繋いだ定水位タンク、定水位タンクからホースで繋いだかん水
コントロールバルブの Netafim 社製アクアプロ、そしてかん水
チューブのストリームライン 60（Netafim 社製）に続くライン
により行った。給水タンクは常に水で満たしておき、給水タン
ク内の水が少なくなったら随時足すようにした。定水位タンク
ではボールタップを利用して常に給水水位が一定になるように
した。定水位タンクから水が区画に与えられると定水位タンク
の水位が下がり、同時に給水タンクから定水位タンクに水が供
給される仕組みとなっている。アクアプロを用いると、かん水
時間やかん水開始時刻を設定して自動かん水が可能となる。家
庭用あるいは農業生産用として用いられており、9V 電池を使
用して、単体作動であり、操作が簡単というところに利点があ
る。ストリームライン 60 は、かん水を行うチューブのことで
あり、継ぎ目のないチューブに射出成型で作られた精密なド
リッパーが溶着されているため、耐久性が高くかん水が均一で
ある。ドリッパーは内部で強い乱流を発生するターボネット機
構を持ち、広い流路を確保するとともに目詰まりを防止するこ
とができる。チューブの厚さは 0.15mm で、比較的低水圧での
使用を前提にデザインされている。
本実験には、前章の圃場実験に用いたものと同じ砂と礫を用
いた。したがって、土の粒径加積曲線、土粒子の密度、飽和透
水係数および水分特性曲線は前章に示したとおりである。

るといえる。このため、ここでは、前述の土壌水分計による計
測結果を補強し、いくらかでも、地盤内における土中水の３次
元的な動きを把握することができるよう、有限要素法で定式化
した数値計算プログラム SUSFEM（Morii, 1999）を用いて、
実験地盤内の飽和・不飽和水分移動解析を実施した。これによ
り、地表面の点給水源から浸潤する水分が、地盤内に部分埋設
された礫層周辺でどのように動き、あるいは保水され、CB 地
盤としての効果を発揮するのかを調べた。
飽和・不飽和水分移動解析プログラムは、Richards のポテ
ンシャル方程式を Galerkin 法で有限要素定式化したものであ
る。計算領域は、図 14 に示すように、今回の圃場での実験を
模擬する形で、
点給水源の鉛直軸を中心とする軸対称領域とし、
深さは 40cm、半径を 40cm とした。領域底面および側面の領
域面には、圧力水頭を初期値に固定する境界条件をあてた。地
表面は、蒸発量ゼロの流量一定境界とした。部分埋設した礫層
は、図 14 の中央右よりの陰影を付けた部分にあたり、埋設深
さは 20cm で、今回の解析計算ではこの礫層の半径を 10cm の
場合と 20cm の場合の２通りとした。原地盤材料の砂と礫層の
不飽和水分特性は、前出の図５をベースにして、図 15 のよう
に設定した。図の横軸に体積含水率θ、左側縦軸にサクション
（負の圧力水頭）h、右側縦軸に相対透水係数 Kr（あるいは比
透水係数とも呼ばれる）をとっている。θ〜h 関係は、砂と礫
と も に、 室 内 の 土 柱 試 験 で 測 定 し た も の を 前 述 の van
Genuchten 式でモデル化したものである。θ〜Kr 関係は、同
じく van Genuchten が提案している式で、θ〜h 式から推定
している。
図 16 に、半径 20cm（直径 40cm）の部分埋設型 CB 区画に
おける浸潤水の動きを、体積含水率の分布と流速ベクトルの表
示でまとめる。図 16 で、上の図が点給水後１時間における計
算結果、中ほどの図は２時間、そして下段の図は６時間後にお
けるものである。いずれの図にも、大きな流速ベクトルが描か
れている。領域の軸中央の地表面で給水が行われていることか
ら、この個所と数 cm 深さの個所で土中に浸潤する水分が他の
個所に比べて極端に大きくなるため、このような大きなベクト
ルになっている。図 16 から、次のことが分かる。まず、点給
水源から浸潤してきた水分は、球根状に広がりながら地中を降
下していき、礫層の直上部に到達すると、キャピラリーバリア
効果により、
この位置でいったん保水される形になる。しかし、
連続的に給水があるため、礫層直上部で形成される動水こう配
により、境界面に沿って水平に水分移動がおこり、ついには、
礫層の端面を包み込むような形で、礫層上部からさらに下層に
向けて水分が流出していく様子が分かる。この礫層上部での水
平流れと端面でのさらに下方への降下は、礫層の半径が大きく
なると抑制され、その分、CB による保水効果が大きくなると
いえる。
この保水効果は、部分埋設型礫層の設置深さと半径によって
異なってくることが容易に予想される。さらに、いくつかの埋
設深さと半径を組み合わせた条件下でのこの種の数値計算を進
めていく必要があることはもちろんであるが、今回実施した圃
場試験に、実際に作物を栽培し、水分動態の影響を、たとえば、
その生育量で直接定量化するなどの試験調査が必要となる。い
ずれにしても、部分埋設型 CB 地盤では、礫層上部の砂層にお
ける水分捕捉効果（あるいは貯留効果）が、礫層の埋設位置と
大きさ（半径）によって影響されることは明らかであろう。こ
れらの特性を、今回のような圃場実験と数値実験（数値計算）
により定量化できれば、部分埋設型 CB は、施工費の経済性や

試験結果
地表かん水実験により測定した部分埋設した礫層周辺のθの
時間変化を、図 12 に示す。G20-10 区のような礫層が比較的浅
い位置に敷設してある区画では、区画外に水が移動していく速
度が速く、水の損失が大きい。一方、埋設直径が大きく相対的
に深い位置に礫が埋設された G40-20 区でみると、約 12 時間後
に区画外に水が移動し、水の損失が比較的少ないことが分かる。
また、G40-20 区の場合は礫層上に水が移動していく速度が遅
いため、その分礫層内に水が浸潤するまでに時間を要する。こ
のようにかん水量が多い場合、G40-20 区のように直径が大き
い区画の方が礫層上部の砂層における水分保持・貯留効果が高
いこといえる。同時に礫の敷設位置を深くすることで砂層に水
分を保持しやすくなると考えられる。
地表間断かん水実験により測定した部分埋設した礫層周辺の
θの時間変化を、図 13 に示す。G20-10 区では礫層上部の砂層
に水は達してはいるものの、礫層内のセンサは反応していない
ため、区画にかん水された水は礫層には浸潤していないことが
分かる。よって砂層上部に水分が保持されており、CB の効果
が確認できる。しかし区画外に水が移動するまで、実験開始か
ら 1.5 時間程度であり、比較的早く礫層外に土中水が移動して
しまうことが分かる。区画外に水が流失することを防止するた
めには礫層敷設位置や敷設範囲を慎重に決定する必要がある。
飽和・不飽和水分移動解析による土中水移動の推定
前述の圃場でのかん水実験では、限られた数の土壌水分計を
点状に埋設しているため、地盤内の土中水分挙動の全体像をつ
かむことが難しい。多数の土壌水分計を３次元状に埋設すれば、
ある程度つかむことができるようになるが、今回対象としたよ
うな小規模地盤では、土壌水分計の数が多くなり土中水の自然
な動きを阻害してしまうことになる。一般には、土壌水分の動
きを埋設型の水分計を用いて観察することは、非常に困難であ
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図12

第 67 巻１号（2014）

地表かん水実験中の体積含水率の変化
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図13

間断かん水実験中の体積含水率の変化
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飽和 ･ 不飽和水分移動解析の対象領域と境界条件

図15 飽
 和 ･ 不飽和水分移動解析の入力値として設定した砂と礫
の不飽和水分特性

図16 半
 径20cm の礫層を深さ20cm 位置に部分埋設した圃場に
おける水分移動の解析結果
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施工のしやすさなどの点から、水資源の乏しい地域における効
率的なかんがい農法として画期的に導入できるのではないかと
期待される。

検討が必要である。流失を防ぐために、かん水量を少なくする
ことで CB 効果と水の流失防止の両方を実現できる可能性があ
る。たとえば、すり鉢状に礫層を敷設すれば、側方への流失を
抑制することができるかもしれない。このような工夫を取り入
れると、G20-20 区の方が比較的広い範囲の作物に対応できる
ようになるとも考えられる。礫層の敷設位置や、敷設範囲、か
ん水量などは育てる作物に大きく左右されることが分かった。
今後は作物を実際に圃場に植え、さらに区画の条件を増やし、
最適な礫の敷設、かん水を考慮していく必要がある。しかし、
砂のみの層よりも明らかに礫層を敷設した区画の方が礫層上に
水をためることが実現化されており、今後の乾燥地農業への活
用は十分に期待してよいと考えられる。
乾燥・半乾燥地域は、太陽エネルギーが豊富で農業生産力は
潜在的に大きい。それを制約するのが希少な地表水資源と塩分
集積による土壌劣化である。本研究の成果は、当該地域のかん
がい農業の進展に貢献できると期待される。
現地の農家や農業・
環境団体によって手軽に造成でき、かつ自然材料のみを用いる
ため、環境負荷が小さく持続的である点が、優れて現代的な説
得性をもつ。

まとめ
CB 機能による保水性向上と塩水侵入阻止に関する圃場実験
により、土の毛管障壁機能による浸潤水の貯留効果、塩分を含
む地下水上昇の遮断効果、ならびに塩分による作物への生育阻
害の影響について検討を行った。そのために、新潟大学農学部
圃場にあるビニールハウス内に実験区画を造成し、礫層の埋設
深さと厚さ、および地下水の塩分の含有の有無を実験条件にし
て２繰り返しの計 12 プロットを設置した。各プロットでミズ
ナを用いた植栽実験を行い、収量結果を比較することで塩分に
よる生育阻害の影響を調べた。また、生育中の土中の体積含水
率、電気伝導度および温度を計測し、土壌の水分動態ならびに
塩分動態を調べた。その結果、土の毛管障壁機能により、かん
水による浸潤水を礫層上部で貯留・保持することが可能である
こと、ならびに塩分を含む地下水上昇の遮断に効果があること
を明らかにできた。これより、礫層を敷設した CB 圃場を導入
することにより、降水量が少なく安定しない半乾燥地域での節
水農業および塩害化防止を効果的に進めていくことができると
判断される。さらに、礫層上部における地温を抑制できる可能
性があることも示唆された。ミズナの収量結果は各プロットに
おいて試験因子の異なるプロットごとの歴然とした違いは無
く、人為的影響による有意な差は見られなかった。天気による
蒸発量や生育させる作物の根群域および栽培期間によっては
CB の効果を発揮できなくなることもあると考えられるため、
栽培時期の決定ならびに作物の根群域を検討していくことが今
後必要かと考えられる。半乾燥地域における農業に効果的に発
展していくためにも、数値での結果のみならず作物の確実な塩
分による生育阻害に関する結果を出すことが望まれる。本研究
では礫層の厚さを 5.0cm および 2.5cm と設定したが、それ以
下あるいはそれ以上の厚さの礫層における CB の効果の違いも
検討を加えておく必要があると考えられる。
部分敷設した礫層の CB 機能に関する圃場実験では、部分埋
設型の CB 圃場においても、十分な保水効果を確保できること
を明らかにした。かん水量が多い場合、G40-20 区のように礫
敷設位置も地表面から深く、礫敷設範囲も直径 40cm と広く作
る必要がある。実際に作物を育てる場合、根群域も考慮する必
要がある。根群域が深い作物の場合礫層敷設位置をさらに深く
設定する必要があると考えられる。G40-20 区だとさまざまな
種類の作物に対応できるが、直径が 40cm のため直径 20cm の
区画よりも施工に若干手間がかかる可能性がある。かん水量が
少ない場合、G20-20 区や G20-10 区のように礫敷設位置を浅く、
礫敷設範囲を小さく設定しても十分に CB 効果を得ることがで
きる。根群域の浅い作物を育てる場合、G20-10 区の条件でも
CB 効果が期待できるが、区画外に水が流失する可能性が大き
く、今後流失する水をどのように抑えるかといった構造規模の
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Water saving irrigation and soil salinization prevention supported
by capillary barrier of soil
Maiko HOSHINO1, Aya DENDA2, Yurika NAKANO3 and Toshihiro MORII4*
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Summary
Effective prevention of soil salinization is required for sustainable irrigation. Capillary barrier of gravel soil is introduced
and investigated to solve this requirement in the study. The gravel being embedded in a layer within the shallow depth
of field soil, an upward unsaturated water movement from groundwater in the deeper soil will be cut off by this gravel
layer. In the case of saline groundwater, a soil salinization which is caused by the upward saline water movement from
the groundwater and evaporation of soil water near the soil surface will be effectively prevented. This excellent cutoff of
soil water movement is brought physically by a clear difference in a water retention capacity between gravel and field soil
(relatively finer soil), and is call the capillary barrier (CB) of soil. The CB also works properly to stop infiltrating water from
the soil surface supplied by irrigation or rainfall, with the result that the soil water accumulates above an interface between
the upper field soil and the gravel layer. As vegetables can sufficiently uptake this soil water for their growth even under
the scarcity of irrigation supply of water, the CB of soil will be attractive in developing a efficient water saving irrigation
method.
In the study, a field experiment was conducted in order to investigate a practical applicability of the CB of soil to the soil
salinization prevention and the water saving irrigation. Sand was compacted into polypropylene container boxes buried in
the field soil, each about 100,000cm3 in volume, then 5cm-in-thickness gravel layer was embedded in the sand. After Mizuna
(Potherb mustard) being planted, the saline groundwater 10,000ppm was supplied into the bottom of the container box with
a constant head of water. Soil water content and electric conductivity were monitored along the depth of the container box,
and the growth of Mizuna was observed during about seven weeks.
Bull.Facul.Agric.Niigata Univ., 67(1):67-78, 2014
Key words : C apillary barrier of soil, Surface irrigation, Soil salinization, Gravel layer partially embedded,
Hydraulic properties of unsaturated soil
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