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要旨(Abstract) 

土中の NO3-N 濃度が凍結過程にある土壌の不凍水量や凍結深，水分移動量にどのような影響を与

えるのかを明らかにするために一次元カラム凍結実験を行った．溶質濃度が高いほど不凍水量は

多くなった．また，凍結深が浅くなり，未凍土から凍土への水分移動量が増加した．それぞれ，

間隙氷からの吐き出しによる凍土中の NO3-N の濃縮，氷量の減少による熱伝導率の低下、温度低

下の遅延による凍結面近傍の温度勾配の増大のためでと考えられた． 
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1.はじめに 凍結にともなう土中水分の移動は

未凍土から凍土へ硝酸態窒素（NO3-N）等の溶

質を輸送する．土中の溶質濃度の変化は凍土中

の不凍水量や凍結深，未凍土から凍土への水分

移動ポテンシャルを変化させ，その結果として

凍土の NO3-N 分布が形成されると考えられる．

そこで本研究では初期の NO3-N 濃度が異なる

不飽和土のカラム凍結実験を行い，初期濃度の

違いが凍結過程にある土中の凍結深や水分移動

量に与える影響を検討することを目的とした． 

2.試料と方法 試料には岩手黒ボク土の 2 mm

篩通過分を用いた．試料を，体積含水率が   

0.40 cm3/cm3，土中水の NO3-N 濃度が 0, 3, 10, 

30 cmol/L となるように KNO3溶液と混合し，

内径 7.8 cm，高さ 35 cm のアクリル鉛直カラム

に，乾燥密度 1.0 g/cm3 で詰めた．カラム側面 

より熱電対を 1 cm 間隔で，テンシオメータと

水分量・EC 測定用の TDR センサを 5 cm 間隔

で挿入した．なお TDR センサは凍土の不凍水

量や EC を測定できるよう予め検量した．    

カラムを 2℃の低温室に静置し，カラム上下端

に設置した温度制御装置を 48 時間 2℃に保持

することで試料に初期温度分布と重力水分分布

を与えた．そして，下端の温度制御装置を 2℃

に保ちつつ、上端の制御装置の温度を 1 時間  

ごとに 1℃ずつ低下することで–8℃まで低下し，

試料を上端より 48 時間 1 次元的に凍結した．

この際，試料上下端からの水の流入出はなし  

とした．凍結過程において，各深さの水分量  

（液状水量）と ECa，温度，吸引圧をモニター

した．また，任意の時間にカラムを解体し，    

炉乾法により各深さの全水量(液状水量＋氷量)

を測定するとともに，水抽出液により      

NO3-N 濃度を測定した． 

3.結果 上端の温度制御装置の冷却を始めると

試料の温度が上端から徐々に低下した．各深度

の温度変化に見られる潜熱の発生温度から   

各試料の凝固点を見積もった（30 cmol/L の   

試料で –0.8 ℃）．これは初期溶質濃度から算出

される凝固点と概ね一致した．Fig.1 に初期濃度

30 cmol/L の試料中の冷却開始後 0, 12, 48 h の

温度と体積含水率の分布を示す．48 h で試料の

15.5 cm 深までが 0℃以下に，12.5 cm 深までが

凝固点以下に達し凍結した（Fig. 1a）． 同じ  

深さであっても初期濃度が高いほど凝固点に 

達するまでの時間が遅く，試料の温度降下が  

緩やかになった．凍土層の液状水量（不凍水量）

は氷の形成により大きく低下した．未凍土層の

体積含水率は凍土層付近で大きく低下したが，

カラム下端では変化が小さかった（Fig. 1b）． 
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試料単位体積当たりの NO3-N 量 Cθは凍土層

で高く，未凍土層で低くなった（Fig. 2a）．水分

移動にともない未凍土中の NO3-N が凍土中に

移動したと言える．また，初期濃度が高いほど

凍土と未凍土の Cθの差が大きかった．この際，

土中水の NO3-N 濃度 C は凍土層の土中氷が

NO3-N を含まずに形成したとすると 48 h 凍結

後の凍土層で最大で 106.9 cmol/L となった  

（Fig. 2b 塗丸）．初期濃度の約 4.2 倍に濃縮さ

れたこととなる．また，未凍土層の濃度 C は初

期濃度と一致した．一方，土中氷が不凍水中と

等しい NO3-N 濃度で形成したとすると凍土層

と未凍土層の C はほとんど一致した（Fig. 2b 白

丸）．Fig. 3 に各初期濃度の試料の温度と不凍水

量の関係を示す．NO3-N を含まない試料の不凍

水量曲線は未凍土の水分特性曲線から

Clausius-Clapeyron 式（CC eq.）を介して算出

した不凍水量曲線と 一致した．初期濃度が高い

試料ほど不凍水量が多かった．また，この不凍

水量は初期溶質濃度による凝固点降下を加味し

た CC eq.を介して算出した不凍水量より多く

なった （Fig. 3）．凍土中で間隙水の NO3-N 濃

度が濃縮され，凝固点がさらに低下したと考え

られる．Fig. 4 に凍結深（凝固点に達した深さ）

の経時変化と未凍土から凍土への積算水分移動

量を示す．凍結深や 0℃に達する深さは時間の

経過とともに深くまで進行した．初期濃度が  

高いほど，これらの進行速度は遅くなった．0, 3, 

10, 30 cmol/L の試料の凍結深は 48 h でそれぞ

れ 17.5, 14.5, 11.5, 12.5 cm だった（Fig. 4a）．

溶質濃度の増加による氷量の減少によって凍土

の熱伝導率が低下し，熱が伝わりにくくなった

と考えられる．未凍土の水分減少量が凍土への

水分移動量に等しいと仮定して凍土から未凍土

への積算水分移動量を計算した（Fig. 4b）．初期

NO3-N 濃度が高いほど水分移動量が増加した．

溶質の影響で凍結前線の進行速度が遅くなり，

凍結面近傍の温度勾配が大きくなったため水分

が移動しやすくなったと考えられる． 

Fig. 2 NO3-N concentration of (a) soil θC and 

(b) soil solutuion C in the sample frozen for 48 h.

Fig. 1 (a) Temperature and (b) moisture profiles 
in a soil mixed with 30 cmol/L KNO3 solution.

Fig. 4 (a) Frost depth and (b) cumulative water 
flux from the under soil to the frozen soil layers. 
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Fig. 3 Unfrozen water content in soils mixed with 
different concentration of KNO3 solution.
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