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１３ 土壌透水性・保水性の診断

植物の生育には排水性がよく、保水性の高い土壌が理想です。土の中に大きな隙間があると排
水（透水性）がよくなり、小さな隙間が多いと保水力が高くなります。良い土とは、大きい隙間
と小さな隙間が共存するような土壌構造です。

透水性・保水性の診断には、現場の土壌構造をそのまま採土管に採取し、持ち帰って測定しま
す。

＜採土管による土壌試料の採取＞

①採土円筒（容量100ml）を測定する深さに状態を
崩さないように打ち込む。

②シャベルで土ごと掘り出し、へら（ナイフ等）で
余分な土壌を除く。

③フタをして場所と採土管番号を記載する。

注）採土位置によるばらつきがあるので同一土層か
ら必ず２～３点採取する。

１）土壌三相分布の測定

実容積測定器を用いて固相＋液相の容積を測定し、種々の水分条件での重量変化から三相分布、
有効水分量、仮比重を算出します。

①実容積測定器の標準管を用いて機械の調整をし基準圧をもとめる。
②専用ホールダーに採土管をのせ、測定室に入れる。
③コックを閉めてから、ゆっくりハンドルを右回りに回す。
④基準圧力になるまでハンドルを回して止める。
⑤その時点の表示を読み取る（短針で概略数値を長針で細かい数値）。
⑥ハンドルをゆっくり左回りで元に戻す。
⑦コックを開けてから、採土管を取り出す。
⑧同様に次の測定を繰り返す。

土壌の三相分布

固相： 多くなると締まって根が入りにくい
黒ボク土表層は20～30%で低い 土壌物理性測定の例
粘質土・砂質土は40～55%で高い

三相分布(%,pF1.5) 透水係数
液相： 多いと気相が少なく根は湿害になる 区分

黒ボク土表層は30～50%で変動 固相 液相 気相 (cm/sec)
砂質土は20～60%で変動

黒ボク土 30.4 50.0 19.6 3.1×10-３

気相： 大きい隙間は排水性が良い 褐色森林土 35.1 43.3 21.6 2.4×10-３

少なくなると透水性が悪く 砂丘未熟土 54.7 21.8 23.5 3.5×10-2

水不足になりやすい

土の中の水はいろいろな力で粒子にくっついています

★大きな隙間の水は、重力に耐えきれず1日後には下方へぬける。
最も保水した状態は雨後の翌日の水分状態で「ほ場容水量」
と呼ばれます。

★小さな隙間の水は、毛細管現象によって保持され植物が容易
に利用できます。

★毛管水より土壌粒子に強い力でくっついている 水は植物に
は容易に利用できません。

図３ 土壌の保水性とｐF値
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図１ 土壌の通気性と保水性の概念図
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有効水＝植物に利用可能な水の量

ｐF１．５～３．０（２．７）の力で
くっついている水が有効水分に相当します

土壌粒子内の水は、くっついている強さ（力）によって表されます。
●その力とは

pF1.5＝水柱として30cm吸い上げる力 （圧力水頭：30cmH20）（水分ポテンシャル：0.31KPa）
pF2.7＝水柱として500cm吸い上げる力 （圧力水頭：500cmH20）（水分ポテンシャル：4.9KPa）
pF3.0＝水柱として1000cm吸い上げる力 （圧力水頭：1000cmH20）（水分ポテンシャル：9.8KPa）

２）飽和透水係数の測定

透水性の良否は土壌の大きな隙間（粗孔隙）の多少によって決まります。粗孔隙量として15～20
％（ほ場容水量時の空気量）が望ましく、10％以下では透水不良となります。

透水性を簡単に診断できる変水位法は、一定量の水が採土管内を移動する時間を計測して算出
します。

＜変水位飽和透水係数の測定＞

①ふたを取り採土管の底面をガーゼで覆う。
②水を入れたバットに浸して、上面土壌から水がにじむまで待つ

（透水性の悪い試料は一昼夜程度かかる）。
③水が上がったら水槽に置き、目盛り管を取り付けたゴムリングを

採土管に接続する。
④目盛り管の上からゆっくり水を注いで空気を追い出す。
⑤水を入れて上部の印から10cmの水面の下降時間（秒）

を測定する（遅い場合は1cmでも良い）。

透水係数(cm/s)＝2.3aL / Aｔ× log 10h1/h2
a：目盛り管の断面積(㎠)・・・径8mmは0.5042㎠
L：採土管の長さ(cm)・・・5.1cm
A：採土管の断面積(㎠) ・・・19.6㎠
t：測定時間：秒

h1：水面から上の目盛り(cm)、
h2：水面から下の目盛り(cm)

・・・10cmならlog 10 16.3/6.3 ＝0.4128
・・・ 1cmならlog 10 16.3/15.3＝0.027

目盛り10cmで測定し60秒だった場合は
透水係数(cm/s)＝2.3×0.5042× 5.1 / (19.6×60秒)×0.4128＝0.124÷ｔ（秒）

＝0.124÷60＝0.00208＝2.08×１０－３

透水係数と水の移動距離の関係

透水係数(cm/s) 1日の透水距離 透水性の状況

１０－２ １０ｍ程度 透水過多：水田では漏水対策必要

１０－３ １ｍ程度 良好

１０－４ １０cm程度 良好～やや不良

１０－５ １cm程度 やや不良：有機物施用による深耕

１０－６ １mm程度 不良：サブソイラー等による緻密層の破砕。有機物施用

１０－７ ０．１mm程度 不良：緻密な粘土等の不透水層がある。有機物施用

★透水係数は１０－２ のようなオーダーによって良否の判断をする。

図２ 土壌粒子間の毛管水と吸着力
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★土壌採取から透水性・保水性測定までの一連の操作は1週間程度かかります。

砂柱にのせて１～２日 素焼き板にのせて１～２日

採土管

採土管中央

乾燥防止のため

ビニール等で覆う

32cm

細かい砂

水面

ほ場容水量（pF1.5）の調製 毛管連絡切断点（pF2.7）の調製

土壌物理性調査結果

圃場圃主 場所 試料採取 土質 採取深度 採土管 備考 透水速度 検知管 ゲージ 変水位透水 （固相＋液相） pF1.5重量 pF2.7重量 乾燥重量 円筒重量 フタ重量

番号 年月日 No. sec φ ｃｍ 係数(cm/s) 固相(%)液相(%) 気相(%) 容積 ml ｇ ｇ ｇ ｇ ｇ

1 淡色黒ボク土 -15cm H7 ① 4 8 10 3.1E-02 33.4 40.8 25.8 10.2 0.82 74.22 213.7 203.5 172.92 82.6 8.4
琴浦町八橋 2010/5/18 10-15cm H37 ② 3 8 10 4.1E-02 32.8 37.3 29.9 7.8 0.79 70.11 206.8 198.9 169.46 82.6 8.19

10-15cm 5 ③ 7 8 10 1.8E-02 34.5 38.9 26.5 11.0 0.87 73.47 215 204 176.04 81.2 8.16
10-15cm 3.0E-02 33.6 39.0 27.4 9.7 0.8 72.6 211.8 202.1 172.8 82.1 8.3

三相分布（pF1.5) 保水量
（ｐF1.5-
2.7) mm

仮比重

採土管で土壌採取

片方のフタをあけて濾紙（ガーゼ）を輪ゴムで留める

水を入れたバットに浸して吸水させる（1時間～1昼夜

透水性の測定

ｐF１．５の調整（砂柱法）

水位からの高さ31.6cmとした砂柱にのせる（１～2日）

重量の測定（A）

実容積の測定（pF1.5での固相＋液相）

ｐF２．７の調整（素焼板法）

乾燥させた素焼板にのせビニールで覆う（1～2日）

重量の測定（B）

乾燥処理

105℃の乾燥機に入れる（１昼夜）

重量の測定（C)

フタと採土管の重さ（D）

計算・まとめ
気相（％）＝１００－実容積測定値（％）
液相（％）＝A－C（pF1.5水分）
固相（％）＝実容積測定値（％）－液相（％）
有効水分量（mm）＝A－B
仮比重＝（C－D）÷１００

測定結果を入れると自動計算する

表計算シートもあります！
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★土壌水分計測定ｐF値から土壌水分量を求める方法

テンシオメータ等で測定した土壌水分張力と土壌
水分含量には、土壌の種類毎に一定の関係がありま
す。求めておいたｐF水分曲線から水分量の推定が可
能です。

＜土壌水分張力測定の注意点＞
○根域に合わせて水分計を設置する（１０～２０ｃｍ毎）
○設置場所によるばらつきが大きいので必ず２～３反復とする
（単なる水分モニタリングなら１～２反復でもよい）

○ほ場容水量～pF2.5程度まで変化するのにかかった期間を測定する

＜土壌水分消費量の計算方法＞
○ほ場容水量～pF2.5程度に変化するまでの日数と深さ毎に水分減少量を求める
○水分減少量の合計を日数で割った値がその時期の日水分消費量となる
○対象期間において、何回か測定事例を抽出し、平均してその時期の消費量とする

図 土壌水分含量の測定例（ナシ園5～10月）

例）深さ10cmに設置した土壌水分計の示度は5月3日にpF1.5（含水量78mm）だった。その後晴天が
続いて徐々に乾燥し、5月10日にpF2.7（含水量58mm）となった。これは、7日間で20mmの水が減少
したことになるので、深さ0～15cmで１日あたり2.9mmの水分消費量となる。同様に深さ20cmでは、
同期間に9mmが減少したなら、深さ15～30cmで１日あたり1.3mmの消費量となる。0～30cmを対象に
すると、合計4.2mmがこの期間の水分消費量となる。近傍の晴天期間について同様に求めた消費量
を平均して、このほ場における5～6月の水分消費量として4mmとする。

＜かん水量の目安＞
○1回のかん水量の目安は、主要根群域がほ場容水量にもどるまでの水分量
○かん水開始点は、対象作物に悪影響が出る水分に達した時点（ｐF2.2～2.7）

例）1回のかん水量は、深さ10cmがpF2.7で深さ20cmがpF2.4だった場合、ほ場容水量（pF1.8）ま
で戻すには、深さ0～15cmとして含水量58mm（pF2.7）と含水量72mm（pF1.8）の差14mmが必要とな
る。同様に深さ15～30cmでは含水量64mm（pF2.4）と含水量75mm（pF1.8）の差11mmが必要となる
ので、合計25mmをかん水すれば主要根群域をほ場容水量まで戻すことができる。

かん水開始点は、対象作物の最も乾きやすい場所（根が最も多い場所）に設置した水分計の示
度に基づいて、悪影響が出る水分に達した時点とする。深さ20cmの土壌水分がpF2.4をかん水開始
とする場合は、5～6月には1回25mmのかん水を6日間隔で実施するとほぼ適水分に保つことができ
る。

各作物の畑地潅漑計画における消費水量（mm/日)

作 物 冬期 春期 夏期 秋期

落葉果樹 １～２ ２～４ ４～５ ２～４

露地野菜 ２ ２～４ ４～５ ２～４

トマト・キュウリ ２～３ ４ ５ ４～５

ｐF水分曲線

y = -6.5833x + 47.475

y = -8.9167x + 58.675

20

25

30

35

40

45

50

1 1.5 2 2.5 3土壌ｐF

土
壌

含
水

量
(%

)

上層 下層

線形 (上層) 線形 (下層)

ｐF1.5とｐF2.7の土壌水分量測定値を

もとにしたｐF値と水分含量の関係


