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第1章 序論 

1.1. 研究背景 

日本には、古墳時代（3 世紀後半～7 世紀に）に築造された 20 万近くの古墳が存在し、

多くの古墳の石室内は貴重な副葬品が埋められている。2002 年に大阪府高槻市で発見さ

れた闘鶏山古墳は典型的な例であり、この古墳は 4 世紀前半に築造されたと推定されて

おり、2 つの石槨を備えている（図 1-1）。画像調査で石室内にある鉄刀、銅鏡、人骨、木

棺残片などの遺物埋蔵されていることが確認された。古墳内に埋蔵されている遺物は、歴

史的だけでなく学術的にも高い価値を持ち、その保存は極めて重要である。それらの埋蔵

されている遺物を保存する方法は難しい課題である。古墳を発掘し、遺物を取り上げ、特

定の保存施設に移動することは選択肢の一つである。発掘と遺物の取り上げは古墳の遺

構自体を破壊することから、古墳の発掘と遺物の取り上げが困難な場合がある。既存の日

本の文化財保護の理念は、古墳の遺構自体と埋蔵される遺物の両方に貴重な価値があり、

埋蔵されている遺物を含めて古墳の遺構の両方を可能な限り破壊することなく現地保存

するべきであると考えられている（矢野[1]）。 

 

 (a) 闘鶏山古墳考古調査前 

  

 (b) 闘鶏山古墳二つの石槨  (c) 第一石槨内部写真 

図 1-1 闘鶏山古墳の写真 

（闘鶏山古墳画像∙環境調査報告書. 高槻市教育委員会、2007[2]） 
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材料の劣化には温度、湿度、酸素、二酸化炭素濃度などの物理環境が関係することが分

かっている。例えば、鉄製品の腐食は温湿度、酸素の腐食と関係する（Hoerle et al., 2004[3]）。

カビなどの微生物の成長は温度、湿度、酸素濃度と強い関係がある（Ratkowsky et al., 

1982[4]; Block, 1953[5]; Northolt & Bullerman, 1982[6]）。木材など有機材料の劣化に対して、

材料の水分量の変化による膨張・収縮（Camuffo, 2013[7]）や、微生物による分解による

腐朽（Singh, 2012[8]）に関して多く研究がなされている。表 1-1 に闘鶏山古墳石室内の

異なる材料からなる遺物の劣化リスクを示す。石室内温湿度、液体水（結露と雨水）、酸

素、二酸化炭素濃度は多くの遺物の劣化に影響を及ぼすことが指摘されている(高槻市教

育委員会、2019[9])。従って、既存の古墳環境が埋蔵されている遺物の現地保存に適して

いるかどうかを確認することが必要であり、その為に、以下のことを明確することが必要

であると考えられる。 

• 既存の古墳の石室内環境の形成メカニズム； 

• 古墳内の環境因子が埋蔵される遺物の劣化の速度に及ぼす影響。 

 

表 1-1 闘鶏山古墳石室内環境と遺物の劣化のリスク 

(高槻市教育委員会、2019[9]より作成)

 

 

1.2. 既往の研究 

1.2.1. 埋蔵空間の物理環境に関する研究 

① 埋蔵環境の温湿度と結露性状 

海外では、文化財の温湿度環境に関する研究は歴史的な教会などの地上における歴史

的な建築が多く（Garcia-Diego & Manuel, 2010[10]; Nava et al., 2010[11]; Camuffo et al., 

2002[12]）、地下における比較的密閉された空間の環境に関する研究は非常に少ない。
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Cañaveras et al., (2015)[13] はスペインのカルモナのローマ時代のネクロポリス（墓地）内

の温湿度、微生物環境を数年間の計測結果と微生物の成長リスクと温湿度のとの関係を

検討し、ネクロポリスの保存環境の改善対策を提案したが、その環境の改善対策は検証さ

れていない。Scatigno et al., 2017[14] はイタリアに位置するローマ時代から残った半密閉

の地下墓の環境の計測を行い、空間の異なる位置における温湿度の特徴を解明した。

Malaurent et al., (2007)[15] とLacanette et al., (2009)[16]は数値解析の方法でラスコー洞窟の

内部温・湿度と気流性状について研究を行い、機械室から気流が結露に及ぼす影響につい

て検討を行い、結露発生のリスクについて予測を行った。Guerrier et al., 2019错误!未找到

引用源。は地下洞窟の温湿度環境の数値予測モデルを開発し、このモデルは洞窟内壁面間

の放射熱を考慮し、モデルはラスコー洞窟の温度環境を概ね再現できることを示した。 

日本国内では、微生物による古墳の石室内壁画の劣化は最も一般的な懸念事項の一つ

であり、これが古墳の温湿度環境の関連研究に繋がっている。例えば、石崎ら（2004）[18]

は高松塚古墳の石室内部カビ発生原因を明らかにすること及び対策方法の検討のために、

石室内の温湿度，石室壁面の含水量，石室周辺地盤の含水率，古墳周辺の降水量，温湿度，

風向，風速などの微気象データの測定と分析を行った。佐野ら（2006）[19] はキトラ古墳

発掘準備から壁画の取り外すに至る間の温湿度と炭酸ガスの計測について報告した。環

境のモニタリングだけではなく、高松塚古墳石室環境の予測と保存対策の評価に関する

数値解析の研究も小椋ら(2009)[20]、(2010)[21][22]やLi et al.., (2012)[23]により行われてい

る。芥子ら(2016)[24]は、釜尾古墳保存と展示のために、石室内温湿度の測定と数値解析

により、石室内の結露とその原因の調査と結露を防止する適切な対策の提案を行った。 

鉾井ら（2008[24]、2009[25]）と前川ら（2008[26]）は未発掘古墳の一つ闘鶏山古墳を対

象とした、その石槨内の温湿度研究を行った。彼らは石槨内の温湿度の予測モデルを開発

し、石槨内の実測温湿度からモデルの妥当性を検証し、その上で、石槨上で設計した日射

遮蔽シートが石室内の温湿度に与える影響を検討した。しかしながら、空気の温湿度だけ

で、石槨内壁面の温度、水分と結露性状については十分な検討は行っていない。 

 

② 埋蔵環境の酸素、二酸化炭素濃度 

土壌物理学と生態学の分野では、土壌内の二酸化炭素濃度と排出量に関する研究は非

常に一般的である（Risk et al., 2002[27]; Hui et al., 2004[29]; Maier et al., 2011[30]）。土壌内

のガスの移動と収支に関しては多くの研究成果が得られている（Simunek et al., 1993[31]; 

Fang et al., 1999[32]; Jassal et al., 2004[33]）。ただし、これらの研究では地盤内部にある地

下空間でのガス濃度の挙動については検討を行っていない。 

一方、古墳の石室の酸素と二酸化炭素濃度に関する情報は少ない。闘鶏山古墳石室内の

酸素、二酸化炭素濃度は年に四回定期的に計測している(高槻市教育委員会、2019[9])。石

室内酸素濃度は年間で約 16.7～20.5%の間の変動があり、夏に低く、冬に高くなり、二酸

化炭素濃度は年間で 1.5～4%の間で変動し、酸素濃度と逆位相の季節の変化を示してい

る。季節の変動パータンは大略把握がされているが、より短い期間の変動については十分
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分かっていない。木村ら（2011）[34]が提案した闘鶏山古墳石室内酸素、二酸化炭素濃度

の予測モデルは石室内酸素、二酸化炭素濃度の年間の変化を大体再現し、大気からの拡散

と地盤内微生物や木の根の呼吸がモデルの再現性に影響を及ぼすことが示された。しか

し、石室内酸素、二酸化炭素濃度の実測値は限られており、このモデルの妥当性の確認の

ための、周辺地盤内温度、水分、酸素、二酸化炭素濃度の変動の測定値と石室内酸素、二

酸化炭素濃度の変動の測定値との関係など十分に明らかになっていない。 

上記に挙げた研究は、未発掘古墳のような密閉された埋蔵環境の研究は少ないことが

分かった。今まで未発掘古墳の石室の環境の挙動、特に酸素と二酸化炭素濃度の変動挙

動は十分的に明らかになっていない。また、石室内環境因子の形成メカニズム、石室内

環境と周りの地盤、大気の環境との関係はまだ十分に明らかになっていない。 

 

1.2.2. 未発掘古墳の物理環境に関する研究の困難点 

文化財における環境の研究手法として、現地の環境の測定が基本的に必要であり、さら

に、実験的および数値解析の方法を組み合わせることで、その形成メカニズムがより明ら

かになる。そのような研究方法は、日本の古墳を対象にうまく適用されており、これまで

良い成果を得ている。日本の国宝である高松塚古墳の壁画に関する研究は、比較的有名な

事例である。高松塚古墳は 1972 年に発見され、1975 年に発掘された。多くの研究が温湿

度環境と生物劣化に焦点を当てて行われた（石崎ら（2004[35]）、 三浦ら（2005[36]）、 半

田ら（2016[37]））。それら以外に、小椋ら（2009[19]、2010[20][22]）は発見から解体まで、

石室の温度と湿度の変動を再現する解析モデルを開発し、 Li et al.（2012）[23]が数値解

析により、石室の湿熱挙動に対する発掘後の保存対策の影響に関する研究を実施した。以

上挙げた研究は、古墳内の環境と環境の形成メカニズムの理解が大いに向上し、適切な保

護対策の提案に有益な情報も提供した。ただし、そのような研究方法は、未発掘古墳に対

して、いくつか克服しにくい問題が存在すると考えられる。 

第一番目に、未発掘の石室で現場の環境モニタリングは制限されていることが挙げら

れる。日本には古墳自体は文化財として保護され、古墳に対するすべての行動はそれ自体

を破壊することがないことを前提とする。そのため、密閉された石室の内部に詳細なモニ

タリングシステムを構築することは困難である。例えば、闘鶏山古墳では、石槨内の温湿

度の計測は 2003 年から行われているが、ただ一つのセンサーを石室内で吊り下げ、石室

の空気温度と湿度を計測している。測定は温度と湿度の年間傾向の基本的な知識を提供

するが、データが限られているため、石室壁面の温度と結露状況の詳細と形成要因の理解

はまだ不十分である。また、石室の酸素、二酸化炭素、亜硫酸水素の濃度は、ガス検知管

により 1 年に 4 回しか測定されておらず、濃度測定データが非常少なく、短期的な変動

が把握できず、それら環境の形成要因を議論することが難しいと考えられる。 

第二番目に、詳細な環境モニタリングがないため、外部環境の変化に対する石室の内

部環境の応答を正確に把握することが難しいことが挙げられる。古墳の外部環境の変更
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が石室の内部環境にどのように影響し、変化していくのかを正確に把握することは困難

である。物理環境予測モデルを構築できれば内部環境の応答を予測することは可能とな

るが、予測モデルの妥当性と精度を検証する必要がある。未発掘古墳では、詳細な物理環

境の計測データがないため、予測モデルの妥当性と精度を検証することは困難である。ま

た、誤った予測結果により保存対策が実行されると、文化財に壊滅的な結果をもたらす可

能性がある。 

第三番目に、外部環境の変化に対する石室内部の遺物の劣化の応答の把握が困難であ

ることが挙げられる。通常の建築文化財とは異なり、未発掘の古墳の石室は閉じた状態の

ため、その中に埋蔵された遺物の劣化過程はいつでも観察することができない。例えば、

発掘調査によって闘鶏山古墳山上部の植生が取り除かれた後、埋蔵された遺物の劣化状

態の変化は、さらに別の発掘調査を行うことによってのみ観察できるが、この調査は新た

な環境変化をもたらす可能性がある。現時点では、未発掘石室内遺物の劣化は物理環境の

変化との対応関係を連続的にモニタリングすることは困難である。 

そのため、未発掘古墳を代表できるような地下空間を自然の丘陵地に設け、複雑な環境

モニタリングシステムを設置し、異なる材料の劣化を連続的にモニタリングができるよ

うな実験場を構築した。異なる古墳は、外部気候、サイズ、材料などのさまざまな要因に

より個性を示すが、古墳は一般的に、密閉された石室があり、その上に数メートルの覆土

があり、覆土の上に植生が覆われているという共通の特徴を持っている。これらの共通点

を抽出することにより、京都大学桂キャンパス敷地内の植生が覆われて丘陵地に未発掘

古墳の代表として闘鶏山古墳の第二主体を模した地下空間を構築した (安井ら、2014 

[38])。これを、本研究では模擬古墳と称する。模擬古墳を用いることによる最も大きな利

点は、外部と内部の詳細な測定データを使用した上で、外部環境が変化したときに石室内

の環境がどのように変化するのか、この変化が種々の材料の劣化にどのように影響する

のかを直接検討するができることにある。また、物理環境の数値予測モデルの精度は、環

境モニタリングの結果によって検証もできる。言うまでもなく、これらは実際の未発掘古

墳では達成が困難である。 

 

1.2.3. 模擬古墳の概要とこれまでの研究の経緯 

前述したように、模擬古墳を称して闘鶏山古墳の第二主体を模した地下の密閉空間を

京都大学桂キャンパス敷地内の丘陵地の林内に構築し、未発掘の古墳を模した(安井ら

（2014 [38]）)。図 1-2c に示すように、模擬古墳は前室（幅 100cm、長さ 200cm、高さ

170cm）と石室（幅 50cm、長さ 100cm、高さ 50cm）で構成される。前室は石室内のセン

サーのデータロガーの設置と作業空間として、防水性のある FRP（Fiber Reinforced Polymer）

素材で構成され、前室と土の隙間はポリウレタンで埋められ、ポリウレタンの上面はモル

タルで密閉され、防水されている。地面から石室の天井までの深さは約 90cm であり。定

期的に石室内部の状況を観察することと石室内の金属腐食実験の試験体採取や測定セン
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サー交換の作業のために、石室の南壁はアクリル製の密閉窓を設置している。それ以外に

石室の壁面と天井は、実際の石室にできるだけ近づけるために、厚さ約 0.01m の花崗岩

の石板が置かれている。床面は土の状態のままである。さらに、石室は前室からの熱的影

響を極力減らすために押出法ポリスチレンフォーム断熱材（XPS）のパネルを充填してい

る。 

安井ら（2015）[39]は、実験室で模擬古墳における地表と石室内の土中の微生物の O2 

消費∙CO2 生成量の測定を行った。また、柳田ら（2016）[40]は模擬古墳の石室内に ACM

センサーと炭素鋼、青銅製品の腐食実験を行っている（図 1-2b）。これまで、模擬古墳内

の温湿度、結露性状と酸素、二酸化炭素濃度などの計測された環境因子の年間の性状に

ついて十分に把握がなされておらず、物理環境の予測技術は確立されていない。また石

室内環境因子の変動と金属遺物の劣化の定量的な関係は明らかとなっていない。 

 

  

(a) 外観写真(完成直後) (b) 石室内部金属の腐食実験 

 

(c) 模擬古墳の平面図と断面図 

図 1-2 模擬古墳の概要 
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1.3. 本研究の目的 

本研究の最終的な目的は、埋蔵環境下における遺物の保存を行うための物理環境の制

御方法を明らかにすることである。ここでは、まず模擬古墳により石室内の物理的環境と

して温度、湿度、酸素、二酸化炭素の性状と、石室内の結露性状を外部環境、石室周囲地

盤環境からの影響を含めて把握することである。次に、模擬古墳の温度、湿度、結露性状、

酸素と二酸化炭素濃度の予測モデルを確立し、石室内環境の形成メカニズムを明らかに

する。第三に、模擬石室内で行っている材料劣化実験による材料の劣化と環境変動の関係

を明らかにし、環境変動及び保存対策が遺物の劣化に及ぼす影響を評価することである。

これら一連の研究により、古墳内の環境形成の基本的かつ普遍的な挙動と形成要因が明

らかになり、今後の日本の未発掘古墳の保存に資する成果が得られると考えられる。以上

をまとめると本論文の研究目的は、以下の三つである。 

① 模擬古墳を用いた埋蔵環境の温湿度、結露性状と酸素、二酸化炭素濃度の年間変動

の挙動を明らかにする。 

② 模擬古墳を用いた埋蔵環境の温湿度、結露性状と酸素、二酸化炭素濃度の予測技術

を確立し、その形成メカニズムを明らかにする。 

③ 金属遺物を事例として埋蔵環境における鉄製品の腐食速度と環境因子との関係を

明らかにする。 

 

1.4. 研究の構成 

本論文は全 6 章から構成される（図 1-3）。 

第 2 章では、模擬古墳石室内及び周りの気象と地盤内の温度、水分、酸素、二酸化炭素

濃度などの計測を行い、計測結果から石室内の環境因子の年間変動の挙動を検討する。ま

た、模擬古墳石室内の環境因子の変動と実際の未発掘古墳の石室内の環境因子の変動を

比較する。 

第 3 章では、熱水分同時移動理論を用いて模擬古墳石室内の温湿度と結露性状の再現

モデルを構築する。次に、石室内温湿度の再現を行い、第 2 章で明らかにした石室内温湿

度、結露性状の結果からモデルの再現性を検討する。その上で、石室内の温湿度と結露性

状の形成メカニズムを検討する。 

第 4 章では、第 3 章で作成した模擬古墳石室内温湿度の予測モデルに、土壌内微生物

の呼吸と木の根の呼吸を考慮した模擬古墳石室内の酸素、二酸化炭素濃度の予測モデル

を連成させたモデルを構築する。第二章で明らかにした石室内の酸素、二酸化炭素濃度の

年間変動を用いてモデルの再現性について検討する。その上で、石室内の酸素、二酸化炭

素濃度の形成メカニズムを検討する。 

第 5 章では、石室内の鉄製品遺物の現地保存を事例として、現時点で石室内の空気中
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設置する鉄製品に注目し、その腐食速度と石室内環境因子との関係を検討する。まず既存

の理論から鉄製品の腐食原理とその影響因子の関係について述べ、その上で、石室内の鉄

製品の腐食速度の計測結果から年間腐食速度と年間変動について考察を行う。次に、既存

の金属腐食速度の理論を基づいて、石室内の環境を考慮した鉄製品の予測モデルを作成

し、石室内の鉄製品の腐食速度と石室内温湿度、酸素濃度の関係について検討を行う。 

第 6 章は各章に得られた結論のまとめと、今後の課題について述べる。 

 

図 1-3 本論文の構成と研究流れ 
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第2章 模擬古墳の石室内物理環境の年間性状 

2.1. はじめに 

本章では、模擬古墳石室内の温湿度、濡れ状態、酸素、二酸化炭素濃度など物理環境の

年間変動の性状を明らかにすることを目的とする。まず模擬古墳の計測システムを説明

する。次に、計測結果から林内気象の特徴や石室内の温度、相対湿度、水分ポテンシャル、

濡れ状態と酸素、二酸化炭素濃度の年間の変動およびその変動と周辺地盤及び林内にお

ける環境との関係について検討する。最後には、模擬古墳石室内の温湿度と酸素、二酸化

炭素濃度は実際の未発掘古墳（闘𨿸山古墳第二主体）の環境との比較を行う。 

2.2. 模擬古墳の計測システムの概要 

計測システムは、石室、周囲の土壌、屋外気象としての林内気象の三つの部分で構成さ

れる。石室内計測項目とセンサーの設置位置を図 2-1 に示す。石室内の温度、湿度、水分

ポテンシャル、壁面の濡れ状態及び酸素と二酸化炭素の濃度が計測された。計測項目、計

測場所およびセンサーに関する情報を表 2-1 に示す。  

石室の天井面の濡れを測定するために、濡れセンサー（LWS）を使用した。濡れセンサ

ーのセンサー表面の誘電率の変化によって濡れ量を測ることである。濡れセンサーの材

料特性は天井の石板と同じではないが、相対的に、天井面の濡れ状態の年間変動の傾向を

把握することができると考えられる。濡れセンサーは、一つが天井に設置され（LWS-1）、

もう一つが床から 0.1 m 上のアクリル台上に設置されている（LWS-2）。天井から水滴が

落ちることを防ぐために、LWS-2 はカップで覆われている。また、天井からの落下を測

定するために、もう一つの濡れセンサー（LWS-3）を LWS-2 と同じ高さに設置し、落下

水をすばやく排出できるように傾斜角を付けている。この研究では、計測機器の仕様に従

ってセンサーの出力が 450（raw カウント）を超えると濡れが生じると判断している。 

周囲の土壌の物理的環境は三つの深さ（0.4 m、1.0 m、1.3 cm）で測定され、林内の気

象は石室の近くに設置された気象ステーションで測定されている（図 2-2）。林内気象と

林内以外の屋外気象の違いを比較するために、模擬古墳に近い位置にある建物の屋上で

気象データを測定している。 

二酸化炭素の測定の時間間隔は 6 時間、他の測定では 1 時間である。計測は、2014 年

1 月から実施している。模擬古墳の築造時の初期条件の影響を避けるために、2 年目から

の計測結果について検討を行う。 
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図 2-1 石室内計測項目とセンサーの設置位置 

 

 

図 2-2 地盤内計測項目とセンサーの設置位置 

 

表 2-1 模擬古墳石室内計測項目とセンサー 

 計測項目 センサー設置位置 センサー 

石室内部 

温度 
天井面、床面、床面より 0.2m

と 0.4 m の高さの空気 

T タイプ熱電対 

HOBO Pro v.2  

温湿度計(Onset) 相対湿度 空気 

水分ポテンシャル 床面（土） 
土壌水分ポテンシャル計 

MPS-2 (old Decagon Devices) 

酸素濃度 空気 
土壌酸素濃度計 MIJ-03 

 (日本環境計測(EMJ)) 

二酸化炭素濃度 空気 

二酸化炭素濃度計 

 BEC-CO2SA-A40  

(バロン電子(BARON))  

表面濡れ状態 

LWS-1: 天井面 

LWS-2: 床面より 0.1m（傘付） 

LWS-3: 床面より 0.1m（傾斜） 

濡れセンサー 

(METER, old Decagon Devices) 

周辺地盤 

土壌温度 深度 0.4 m、1.0 m と 1.3m T タイプ熱電対 

水分ポテンシャル 深度 0.4 m、1.0 m と 1.3m 

土壌水分ポテンシャル計  

MPS-2 (Decagon Devices, 

reading from -10kPa to -100kPa) 

酸素濃度 深度 0.4 m、1.0 m と 1.3m 
土壌酸素濃度計 MIJ-03  

(日本環境計測(EMJ)) 

林内気象 温度、相対湿度、気圧、降雨量、日射量、風速 
気象ステーション 

(Onset HOBO) 

LWS-1

LWS-2

LWS-3

T(ceiling)

T (floor)

CO2(air)

O2(air)
South

window
T&RH(air)

Water 

chemical 

potential

(soil ground)

Ceiling (Granite)

Floor (Soil)

North wall

(Granite)

LWS: Leaf wetness sensor
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2.3. 模擬古墳の物理環境の年間性状 

2.3.1. 林内気象について 

① 林内温湿度 

模擬古墳の地表面は林で覆われている。この林内気象と林外の建物の屋上の気象の違

いを把握するために、温度、相対湿度（RH）、絶対湿度（AH）、日射、降水量の計測結果

の比較を行った。図 2-3 a に示すように、2015 年の林内の年間平均気温は 14.9℃であり、

林外より約 1℃低かった。 年間の気温の変動幅は 38.2℃ (最高温度と最低温度の差)であ

り、林外よりも約 2.7℃低くなった。すなわち，林内の気温の平均値と振幅が、林外より

も小さいことを示唆している。 林内の年間平均相対湿度は 77.3％で、林外の相対湿度よ

りも約 3％高くなっている。図 2-3 b に示すように、林内と林外の年間平均絶対湿度はほ

ぼ等しいが、林内の最高の絶対湿度（8 月の 25.1g / kg）は、林外（7 月の 21.4 g / kg）よ

りわずかに高いことが分かった。 

 
(a) 温度と相対湿度 (2015) 

 
(b) 絶対湿度 (2015) 

図 2-3 林内気温、相対湿度と絶対湿度の計測結果（2015 年） 
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② 林内の日射量と降雨量 

図 2-4a に日射透過率を示す。ここで透過率というのは、林内における毎月の累積日射

量と林外の毎月の累積量の比である。図より、林内の日射透過率は、10％未満であり、秋

に大きくなり、春に小さくなっている。植生の下の日射量は、葉の密度の変動の影響を受

ける。Wilson et al., 2000 [1]は、休眠期および生育期の林床での正味放射（daily net radiation, 

日射量＋実効放射）は、それぞれ植生の上部の値の 44％および 13.8％であったと報告が

あり、その結果と比べると、林内の日射透過率の値は年に小さく、季節の差も小さい。こ

れは模擬古墳の林内では、冬に密度が若干小さくなるが、一年中葉の密度が非常に高いた

めと考えられる（図 2-5）。次に、図 2-4b に林内の降雨の透過率を示す。図より降雨の透

過率は、冬に大きく、夏に小さく、葉密度の変化と関連があると考えられる。なお、降水

の年間平均透過率は約 0.51 であった。 

 

(a) 林内日射の透過率 

 

(b) 林内降雨の透過率 

図 2-4 林内日射と降雨の透過率 
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(a) 2015/07/15   (b) 2018/02/08 

図 2-5 林内葉密度の写真 

 

2.3.2. 石室内の温湿度と周辺地盤の温度 

図 2-6 は、2015 年の石室天井面、床面温度と地盤温度及び林内外気温の計測結果の比

較を示し、表 2-2 はそれぞれの年平均値、最高値、最低値と振幅を表している。図より石

室天井面（深さ 0.9 m）の温度は地盤深度 1.0 m の土壌温度に近く、床面（深さ 1.4 m）温

度が周囲の深度 1.3 m 土壌温度に近いことが分かる。表 2-2 に示すように、石室天井面と

床面温度の年間平均気温は林内の気温とほぼ等しいが、年間の振幅は非常に小さく、林内

の気温の約 1/3 程度であった。林内の気温と比べると、石室天井面と床面の温度の位相は

半月程度遅い。また、夏期には、天井の温度は床の温度よりも高く、明らかに温度が成層

化しており、最大温度差は約 1.5℃であった。しかし、冬期には、天井温度が床の温度よ

り低く逆の分布となる。天井と床の間の温度差は夏期よりも小さく、これは浮力による空

気の対流によって引き起こされていると考えられる。夏期には床は天井よりも結露が発

生しやすい傾向があるが、冬期は結露の発生状況は上下反対である。 

図 2-7 に 2014～2016 年石室内空気の温度と相対湿度及び石室天井面、床面温度の計測

結果を表している。2015 年に石室内空気の温湿度を測るセンサーが欠測しているが、2014

と 2016 年の測定結果から判断すると、石室空気温度は日変化がほとんどなく安定してお

り、天井面と床面の間の差は、季節により変化していることが分かった。一方で、石室の

相対湿度は年間を通じてほぼ 100％に維持されており、結露が発生しやすい環境である。 
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図 2-6 石室天井面と床面温度と地盤温度、林内温度との関係(2015) 

 

 

図 2-7 2014 年石室内空気温度と相対湿度の計測結果 

 

表 2-2 2015 年石室天井面、床面温度と地盤温度、林内外気温の測定結果 

 天井面 床面 深度 1.3 m 深度 1 m 深度 0.4 m 林内外気 

平均温度（℃） 15.0 14.7 14.9 14.9 14.9 15.0 

最高値（℃） 21.9 20.6 21.1 21.7 23.3 35.9 

最低値（℃） 8.5 8.8 8.9 8.0 6.4 -2.3 

振幅（℃） 6.7 5.9 6.1 6.9 8.5 19.1 
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2.3.3. 石室内の濡れ状態 

本研究では濡れセンサを用いて石室内濡れ状態を把握することを行っている。濡れセ

ンサの設置は図 2-8 に示している。濡れセンサの下限値は 450、上限値は 1230 とみなし、

濡れセンサーの出力が大きいほど、表面に濡れた量が多いことを示す。2016 年と 2017 年

の石室にある三つの濡れセンサーの出力を図 2-9 と図 2-10 に示す。図 2-9 に示すよう

に、LWS-1 の出力は、2016 年 4 月から 9 月にわたって、低い値だが、10 月に上限近くま

で急激に上昇し、数日後に減少し、濡れはある程度高い値を維持している。 全般的に

LWS-1 の結果は、夏期よりも冬期の方が、天井は濡れが激しいことを示している。これ

は、前述の天井と床の関係を反映している。 なお 2016 年 10 月 27 日および 2017 年 11 月

27 日、LWS-1 出力の急激な低下を示しているが、金属腐食実験のサンプルの回収、定期

的な操作のために石室が開いたためである。 

図 2-10 に示すように、センサーLWS-2 の出力は、ほとんどは低レベルが維持されてい

る。これは、LWS-2 が位置する 0.1 m の高さで結露量は非常に少ないことを示している。

ただし、LWS-2 から大きな出力が観測される場合として、例えば、2016 年 2 月に LWS-2

の出力は急激に増加した（図 2-11)。その理由の一つとして、LWS-2 を覆う傘の内側表面

に結露がある場合、雨水が石室に浸透し、傘の上面に落ちることで、内側表面の結露水が

振動により落下し、センサー出力を引き起こした可能性があると考えている。  

LWS-2 とは対照的に、測定期間全体にわたる LWS-3 の顕著な出力が図 2-10 に示されて

いる。前述したように、LWS-3 を設置する目的は、天井から落ちる水滴を測定すること

である。 床面から同じ高さに設置してある LWS-2 の出力は小さく無視できるため、LWS-

3 の出力はそれ自体の結露によるものではなく、天井から落下する水滴によるものと考え

られる。図 2-12 は、2017 年の夏期に LWS-3 の出力が増加していることを示している。

これは、降雨が発生したときに出力が大きくなっており降雨が天井からの濡れを増加さ

せたことを意味する。理由の一つは、雨水が天井の石板を通って石室に浸透したためと考

えられる。この結果は同時に、次節で説明するように、石室の床の水ポテンシャルが降雨

後に上昇する結果の理由の一つとして考えられる。 
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図 2-8 石室内濡れセンサーの設置位置 

 

 

図 2-9 天井面濡れセンサー(LWS-1)の出力と天井面、床面温度 
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図 2-10 濡れセンサー (LSW-2, LSW-3)の出力（2016～2018） 

 

 

図 2-11 濡れセンサーの出力 (LSW-2, LSW-3)と降雨量（2016/02） 

  



  

21 

 

 

図 2-12 濡れセンサーの出力 (LSW-2, LSW-3)と降雨量（2017/07～10） 

 

2.3.4. 石室床面と周辺地盤の水分状態 

図 2-13 に 2015 年の石室の土壌床の水分ポテンシャルの変動を示す。図より、水分ポ

テンシャルは、年間飽和の近傍に維持し、平均値-6.2 kPa であった。 模擬古墳の石室の

床の土壌が年間を通して高い水分を維持していたことを示している。 さらに、水分ポテ

ンシャルは降水がない期間に徐々に減少し、11 月の降雨後に急に増加している。 

図 2-14 に、2015 年の地盤内異なる深度における土壌の水分ポテンシャルの計測結果を

示す。図より地盤が深いほど、水分ポテンシャルの変動が小さいことが分かる。地盤内の

水分ポテンシャルが、降雨がない時期に徐々に低下し、降雨直後に上昇していることが分

かる。また、石室内床面における水分ポテンシャルの年間変動は地盤の水分ポテンシャル

と似ているが、変化がより小さく安定していることが分かる。 

 

図 2-13 石室内床面水分ポテンシャルの計測結果（2015 年） 
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図 2-14 地盤水分ポテンシャルの計測結果（2015 年） 

 

2.3.5. 石室内と周辺地盤内の酸素、二酸化炭素濃度 

①  計測結果 

2015 年に石室と周囲の土壌で測定された酸素の体積分率（以下、酸素濃度と呼ぶ）を

代表年として図 2-15 に示す。石室の酸素濃度は 13％〜18％の範囲で変動し、冬期（1 月

〜3 月）でわずかに変動し、夏期（7 月〜10 月）で大きく変動し、年間で平均 16％であっ

た。石室空気中の酸素の変動は 1 m と 1.3 m までの深さの土壌の変動と類似している。図 

2-16 は、年間を通じて測定結果の欠測が少ない 2016 年の石室の二酸化炭素濃度の変化を

示す。石室の二酸化炭素濃度が約 3％〜9％の範囲で、平均が 6％である。二酸化炭素濃度

の年間変動は酸素濃度の変動と逆の位相であることが分かる。両者の間に負の相関性が

あることは図 2-17 により明確に示されている。この負の相関は、酸素を消費して二酸化

炭素を生成する根と好気性の微生物の呼吸に起因すると考えられる。なお、2016 年 10 月

末の酸素および二酸化炭素濃度の大幅な変化は、石室の開放によるものである。 

図 2-18 に石室内の酸素濃度は地盤土壌の酸素濃度との相関性を示す。図より石室内酸

素濃度と地盤深度 1m における酸素濃度との相関性が高いことを分かる。石室の酸素と二

酸化炭素の濃度は、主に周囲の土壌からの移動によって影響を受けると考えられる。石室

内部の微生物と根の呼吸活動により、石室の酸素と二酸化炭素の濃度は周囲の土壌とは

異なる。石室内部にいくつかの小さな根と未確認の綿状生物があることを確認したが、こ

れらの生物によって引き起こされる酸素消費と二酸化炭素生産の挙動は、今後、明らかに

する必要があると考えられる。次に、石室の酸素と高い相関性がある深さ 1.0 m の土壌の

酸素濃度の変化とその変化に影響する要因について考察を行う。 
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図 2-15 石室内酸素濃度と地盤内酸素濃度の計測結果 (2015) 

 

 

図 2-16 石室内酸素と二酸化炭素濃度の計測結果（2016） 
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図 2-17 石室内酸素濃度と二酸化炭素濃度の相関性（2016） 

 

 

図 2-18 石室内酸素濃度と地盤深度 1 m における酸素濃度の相関性(2015) 

 

②  影響因子の検討 

土壌中の酸素濃度の変動は、主に土壌呼吸消費量、大気拡散、土壌中の空気量の変化に

影響を受け、これらは温度と水分と密接な関係があると考えられる。 

温度 

土壌温度が高い場合、微生物と木の根の呼吸活動が活発であり、より多くの酸素を消費

し、より多くの二酸化炭素を生成することが多くの研究で示されている[2][3]。図 2-19 は、

2015 年から 2017 年までの深さ 1 m の土壌の酸素濃度と温度の月平均を示している。2017

年の酸素濃度の季節変動は、冬期に高く、夏期に低く、温度が高い時期に低下しているこ
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とが分かる。温度と酸素濃度の負の相関関係は、土壌呼吸と温度の間の前述の関係と一致

している。しかし、2015 年 8 月と 2016 年 8 月には酸素の平均濃度が増加しており、前述

した負の相関とは異なる結果となっている。 

図 2-20 は、2015 年の深さ 1 m の土壌の温度と酸素濃度の関係を示している。気温が

10°C を下回る冬期に、酸素濃度は 16〜17％の範囲で安定した。しかし、夏期の同じ土壌

温度でも酸素濃度は大きく変化し、温度が上昇すると伴い酸素濃度が増加する場合もあ

る。したがって、土壌中の酸素濃度の変動を土壌温度変化だけから説明することは困難で

あると考えられる。 

 

図 2-19 地盤深度 1m における酸素濃度と温度の月平均値 

 

 

図 2-20 2015 年地盤深度 1m における酸素濃度と温度との相関性 
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降雨量（土壌水分量） 

図 2-21 は、2015 年の 7 月～9 月に深さ 1 m の土壌の酸素濃度と降水量の変化を示して

いる。図より酸素濃度は、降雨が発生すると低下し、降雨がない期間に徐々に増加してい

ることが分かる。例えば、図 2-21 に示すように、7 月 11 日より後の降雨がない期間中に

酸素濃度が増加し、7 月 15 日の降雨後に酸素濃度が低下し、その後の降雨がない数日間

で酸素濃度が再び増加している。 

図 2-22 に示すように、降雨時には土壌の含水率が増加し、降雨がない期間中に含水率

が減少していることが分かる。2015 年の含水率と酸素濃度の相関関係を図 2-23 に示す。

図より 2015 年 7 月 15 日～10 月 31 日の夏期のデータのみを分離すると、含水率と酸素濃

度の負の相関がより明確であることが分かる。つまり、酸素濃度に対する含水率の影響

は、他の季節よりも夏期の方が明確である。降雨が土壌中の酸素濃度に及ぼす影響につい

て以下で考察を行う。まず、降水が土壌に浸透すると、土壌中の含水率が増加し、同時に

土壌中の空隙つまり空気量が減少するため、大気から土壌への気体酸素の拡散が減少す

る。一方、長期間の乾燥後に突然土壌が濡れると、生物学的呼吸が刺激され、土壌中の酸

素消費が増加し、土壌中の酸素濃度が低下する。こういった土壌呼吸に対する水分の影響

は、多くの研究で広く議論されてきている[4][5][6]。水分は微生物の活性に直接影響し、

栄養源である基質と酸素の拡散に影響を及ぼすことにより間接的に土壌呼吸に影響を与

えと考えられる。 

 

 

図 2-21 地盤深度 1m における酸素濃度と含水率の計測結果 
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図 2-22 地盤深度 1m における含水率と降雨量の計測結果(2015 年) 

 

 

図 2-23 地盤深度 1 m における酸素濃度と含水率との相関性 

 

2.3.6. 実際の未発掘古墳の環境との比較 

実際の未発掘古墳の石室環境の模擬古墳による再現性を確認するために、模擬古墳石

室内と闘鶏山古墳第二主体の温湿度と酸素、二酸化炭素濃度の比較を行う。2015 年の温

湿度と酸素、二酸化炭素濃度の比較を図 2-24、図 2-25 にそれぞれ示す。図より模擬古墳

石室内温度の変動は闘鶏山古墳第二主体の変動と非常に近いことが分かる。模擬古墳石

室の平均温度は闘鶏山古墳の石室よりもわずかに低い。これは外気の年間平均温度の違

いによって説明できる。図 2-26 に示すように、模擬石室の年間平均外気温度は 14.9℃で

あり、闘鶏山古墳の外気は 16.1℃であった。前述のように、闘鶏山古墳の石室の年平均

RH は 95％、模擬石室の RH はほぼ 100％であり、闘鶏山古墳第二主体の石室の方がやや

低くなっている。 
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図 2-25 に示すように、闘鶏山古墳第二主体石室の酸素濃度の年間平均は 18.5％、模擬

石室の酸素濃度より高い。一方、二酸化炭素濃度は模擬石室よりも低く、年間平均 2.7％

であった。闘鶏山古墳第二主体の石室では、酸素濃度は冬期に夏期より高いが、観測が限

られているため、顕著な季節変動は見られていない。外気条件、墳丘の被覆条件、土壌物

性の違いと微生物環境により、石室の内部環境は異なるものになると考えられる。両者の

大きな違いは、模擬古墳の地表には多くの木が存在するが、闘鶏山古墳は発掘調査のため

に墳丘の樹木はほとんどが伐採されている点である。 

以上の闘鶏山古墳第二主体と比較した結果から、模擬古墳には、未発掘古墳の熱・湿

気・酸素の環境の一般的な特性があることが確認できた。 

 

図 2-24 模擬古墳と闘鶏山古墳温湿度の比較(2015 年) 

 

 

図 2-25 模擬古墳と闘鶏山古墳酸素、二酸化炭素濃度の比較(2016 年) 
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図 2-26 模擬古墳と闘鶏山古墳における外気温湿度の比較 

 

2.4. まとめ 

本章では研究の第一段階として、模擬石室の環境の長期計測結果を分析し、以下に示す

結果を得た。 

石室の年間平均気温は林内の気温とほぼ同じだったが、変動幅は林内の気温の約 3 分

の 1 であった。林内の気温と比べると、石室天井面と床面の温度の位相は半月程度遅い。

また、石室の夏期の天井温度は床温度よりも高く、最大温度差は約 1.5°C であった。冬期

は天井と床の温度は、夏期とは逆の関係であったが、温度差はわずかであった。石室の相

対湿度は年間を通じてほぼ 100％で一定のままである。 

天井の濡れの程度は、天井の温度が低くなる冬の方が大きくなる。ただし天井面結露し

にくい時期に、天井面に設置する濡れセンサが低い出力を維持するのは、濡れセンサー表

面に存在する水分は蒸発しにくいことによると考えられる。石室床面水分ポテンシャル

に年間を通して降雨の影響を受ける小さな変動で高い値を維持していた。これは、土壌か

ら石室の天井への降水の浸透が原因である可能性が高いと考えられる。 

模擬古墳の石室の酸素濃度は、年間は 13％〜18％の範囲で変化し、冬期（1 月〜3 月）

でわずかに変動し、夏期（7 月〜10 月）で大きく変動し、年平均は 16％であった。石室

の二酸化炭素濃度は、酸素濃度とほぼ逆の位相を持つ傾向であり、2016 年には 3％〜9％

の範囲で変動し、平均 6％であった。石室の酸素濃度の変動は、近い深さの地盤内の酸素

濃度の変動とほぼ一致していた。測定した地盤内の酸素濃度と温度の変化の間の相関は

有意ではなかった。降雨時に土壌中の酸素濃度の低下が観察され、土壌水分量の増加と逆

に酸素濃度は低下した。 

模擬古墳のモデルとなった実際の古墳（闘鶏山古墳第二主体）の環境と比較すると、模

擬古墳石室内の温湿度、酸素、二酸化炭素濃度環境の年変動の傾向は闘鶏山古墳第二主体

と類似しており、模擬古墳は未発掘古墳の環境の一般的特性があることが確認された。二
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つの石室の周辺環境（気象、植生など）や土壌の物性（透気性など）、微生物環境の差異

によって、模擬古墳の石室内の環境は闘鶏山古墳第二主体と若干差異が存在し、年平均温

度は闘鶏山古墳より約 1℃低く、相対湿度は約 5%高い。また、年平均酸素濃度は闘鶏山

古墳より約 2%低く、年平均二酸化炭素濃度は約 3%高い。また、模擬古墳の方は、酸素、

二酸化炭素濃度の年間変動が大きい。 
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第3章 模擬古墳の石室内温湿度環境と結露性状の数値解析による再現 

3.1. はじめに 

第 2 章で示した模擬古墳石室内における温湿度環境と結露性状について、その定量的

予測とその形成メカニズムを明らかにするためには、石室内温湿度の予測モデルの構築

が必要だと考えられる。一方で、石室内の酸素、二酸化炭素濃度の変動は温度、水分状態

と密接な関係があるため、次章で検討する地盤と石室内の熱水分移動のモデルは石室内

酸素、二酸化炭素濃度予測モデルの基礎となる部分である。また、石室内天井面の結露に

よる落下水、床面土の濡れ状態は石室内の遺物の劣化に影響を及ぼすから、本章では天井

面と床面の濡れ状態の再現性の確認を検討する。 

本章では、地盤と石室内における熱水分場の数値解析モデルを構築し、石室内結露性状

を含めて、その再現性について検討することを目的とする。本研究における模擬古墳石室

内温湿度と結露性状の再現性の目標は、以下の物理環境性状を再現できるようになるこ

とである。 

① 石室内温湿度： 

• 石室内温度の年平均値は林内大気とほぼ一致、年変動の幅は林内気温の約 1/3 である

こと。 

• 石室内天井面と床面温度は周辺地盤近い深度の温度挙動とほぼ一致すること。 

• 石室内空気の温度は天井面と床面の間で変動していること。 

• 夏に天井面温度は床面より高く、温度差が大きく（約 1.5℃）であり、冬に天井面温

度は床面より低く、温度差が小さい（約 0.5℃））であること。 

• 天井面と床面温度が相当する期間は４月中旬と 10 月中旬であること。 

• 相対湿度は 100％で維持していること。 

② 結露性状： 

• 天井面が 10 月から濡れセンサー出力は段々増加し、４月から徐々に減少すること。 

• 天井面濡れた量が増える開始時期は天井面温度が床面より低い時期と大体一緒であ

ること。 

• 床面に年間を通じてあまり結露しなく、天井面水滴が落下し、降雨量が多い時期に落

下が多いこと。 

 

3.2. 模擬古墳の地盤と石室内熱水分同時移動解析モデル 

3.2.1.モデル概要 

図 3-1 解析モデルの概要に示すように、解析モデルは模擬古墳の南北断面、二次元のモ

デルをとし、解析は幅 20 m、深さ 15 m の領域で計算対象とする。李 (2012) [12]より、三
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次元のモデルと比べると、二次元の解析では石室温度の振幅と位相は若干の差が生じる

が、年平均値はほぼ一致していることが示されている。また、芥子ら(2016)[19]は釜尾古

墳の解析から同様の結果を確認している。ここでは、二次元のモデルで十分に挙動を再現

できると考え解析的検討を行う。 

前室の壁面は 0.03 m の FRP 材を設置し、前室の空間寸法は 1.0 m×1.5 m であり、前室

空間の温湿度は測定値を解析の入れ条件とする。石室と前室の間 1.0 m×1.5 m の断熱材を

設置し、石室空間は 1.5 m×1.0 m で、天井面と奥壁は厚み 0.03 m の石板を設置する。モデ

ルの簡単化のために、以下の仮定をする。 

• 断熱材と前室壁面の材料（FRP）の内部の水分移動を無視する。 

• 地盤土壌は均一である。 

• 地表面には林があるため、地表面における夜間放射を無視する。 

 

図 3-1 解析モデルの概要 

 

3.2.2.基礎方程式 

本研究では、熱水分同時移動は松本(1979)[1]の理論に基づいて、熱水分移動の駆動力

として温度と水分化学ポテンシャルを用いる熱水分移動方程式を用いる。以下に基礎方

程式を示す。 

① 地盤内の熱水分収支式 

地盤内の熱収支式：   

          𝑐𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛻 ∙ [(𝜆 + 𝛾𝜆′𝑇𝑔)𝛻𝑇 + 𝛾𝜆′𝜇𝑔(𝛻𝜇 − 𝑛𝑔)]     式(3-1) 

地盤内の水分収支式： 
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      𝜌𝑤
𝜕𝜑

𝜕𝜇

𝜕𝜇

𝜕𝑡
= 𝛻 ∙ [𝜆′𝜇(𝛻𝜇 − 𝑛𝑔) + 𝜆′𝑇𝛻𝑇] − 𝑅𝑊𝑈       式(3-2) 

水分化学ポテンシャル𝜇と水蒸気圧𝑃𝑣の関係は次の通りである。 

               𝜇 = 𝑅𝑣𝑇ln(
𝑃𝑣

𝑃𝑣,𝑠𝑎𝑡
)             式(3-3) 

ここで、c：材料の比熱[J/kg]、𝜌：材料の密度[kg/m3] 、T：温度[K] 、λ：熱伝導率[W/m·K] 、

𝛾：気液相変化熱[J / kg]、𝜆′𝜇𝑔：水分化学ポテンシャル勾配に関連する気相水分伝導率 

[kg/m·s·(J/kg)] 、𝜆′𝑇𝑔：温度勾配に関連する気相水分伝導率[kg/m·s K] 、𝜇：水分化学ポテ

ンシャル[J/kg]、g：重力加速度 9.8 [m/s2]、𝜌𝑤：液体水の密度[kg / m3] 、φ：体積含水率[m3 

/ m3] 、𝜆′𝜇は水分化学ポテンシャル勾配に関連する水分伝導率[kg/m·s ·(J/kg)] 、𝜆′𝑇：温度

勾配に関連する水分伝導率[kg/m·s·K] 、𝑅𝑣：水蒸気の気体定数[Pa·m3/kg·K] 、𝑃𝑣：水蒸気

圧[Pa]、𝑅𝑀𝑈：樹木の根による吸水量[kg/ⅿ3·s]。 

 

② 樹木の根による吸水量の計算式 

樹木の根による吸水量は地盤内木の根の分布と温度、水分と関係する(Yoshida and 

Eguchi,1989[2]; Simunek and Suarez, 1993[3] )。本研究では、根の吸水量は計算は式(3-4)に

示すように、単位質量当たりの根の最大の吸水速度と根の質量密度との積として表し、温

度と水分状態が樹木の根の吸水速度の影響関数として独立に決まるものとする。 

深度ｚにおける木の根の質量密度𝑀𝑟(𝑧)は式 3-5 に示すように地盤内総木の根の質量密

度𝑀𝑟と分布関数P(z)から計算する。Gale and Grigal (1987) [4]が土壌深度方向における木の

根の累積分布関数である式(3-6)のような経験式を提案した。多くの研究がこの式は現場

の実測とよく合うことを示唆した (Jackson et al., 1996[5]; Macinnis-Ng et al., 2010[6]; 

Bredoire et al., 2016[7] )。地盤深度 z における木の根の質量密度の分布関数 P(z)を式(3-7)に

示す。 

𝑅𝑊𝑈(𝑧) = 𝑘𝑅𝑊𝑈𝑀𝑟(𝑧)𝛼(𝑇)𝑔(𝜇)            式(3-4) 

𝑀𝑟(𝑧)=P(z)𝑀𝑟              式(3-5) 

Y(z) = 1 − β𝑧                式(3-6) 

P(z) =
dY(z)

𝑑𝑧
= −β𝑧lnβ             式(3-7) 

ここで、𝑅𝑊𝑈(𝑧)：土壌深度 z における樹木の根による吸水量[kg/ⅿ3]、𝑘𝑅𝑊𝑈：単位質

量当たり樹木の根の最大の吸水速度[kg/kg (root)s]、𝑀𝑟(𝑧) ：土壌深度 z における樹木の根

の質量密度[kg (root)/ⅿ3]、𝛼(𝑇)：樹木の根の吸水に関する温度の依存関数[-]、𝑔(𝜇)：樹木の

根の吸水に関する水分の依存関数[-]、𝑀𝑟は地盤内総木の根の質量密度[kg/m3]、Y(z)は累

積木の根の深度方向の割合（0～1）、βはフィッティング定数、z は土壌深度[cm]。P(z)は

地盤深度方向に木の根の分布関数（0～1）。 

木の根の吸水速度の温度依存関数𝛼(𝑇)は式(3-8)に示すように、Yoshida and Eguchi 

(1989)[2]の研究からフィッティングする。水分依存関数 Van Genuchten (1985)の研究の式
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を使い、式(3-9)に示す。ここで、𝜇50 は根の水分吸収量が 50％減少したときの圧力水

頭、p は定数、𝜇50=-78kPa (-800 cm)、p=3（Lv et al. (2013) [8]）である。 

𝛼(𝑇) = 1 − 2.47exp(−0.145𝑇)           式(3-8) 

𝑔(𝜇) = 
1

1+(
𝜇

𝜇50
)𝑝

               式(3-9) 

 

図 3-2 木の根の吸水速度の温度依存関数𝛼(𝑇) 

 

 

図 3-3 木の根の吸水速度の水分依存関数𝑔(𝜇) 

 

③ 地表面の熱水分移動収支式 

林内の樹木の葉密度は大きいことから（図 2-5）、夜間輻射の影響が小さいと考え、本モ

デルでは夜間輻射を考慮していない。地表面の熱と水分移動境界は熱と水分移動の第三

種境界条件であり、裸地面の境界における熱と水分のバランスは以下の通りである。 

熱境界条件： 

  𝛼𝑜(𝑇𝑜 − 𝑇𝑠) + 𝛾𝛼′𝑜(𝑃𝑉𝑜 − 𝑃𝑉𝑠) + 𝑞𝑠𝑜𝑙 = −(𝜆 + 𝛾𝜆′𝑇𝑔)
𝜕𝑇

𝜕𝑍
|
𝑍=0

− 𝛾𝜆′𝜇𝑔
𝜕𝜇

𝜕𝑍
|
𝑍=0

式(3-10) 
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水分境界条件：  

       𝛼′𝑜(𝑃𝑉𝑜 − 𝑃𝑉𝑠) + 𝐽𝑟𝑎𝑖𝑛 = −𝜆′𝑇
𝜕𝑇

𝜕𝑍
|
𝑍=0

− 𝜆′𝜇 (
𝜕𝜇

𝜕𝑍
|
𝑍=0

− 𝑔)   式(3-11) 

ここで、𝛼𝑜：地表面における総合熱伝達率[W/m2·K]；𝛼′𝑜：地表面における湿気伝達率

[㎏/m2·s·Pa] ；𝛾：相変化熱 [J/㎏] ；𝑇：温度[K]、添字 O は外気、S は地表面である；𝑃𝑉：

水蒸気圧[Pa] ；𝑞𝑠𝑜𝑙：日射量[W/m2]。 

実際には、模擬古墳地表面に年間を通じて枯葉が存在している。枯葉の存在は熱水分移

動に与える影響が考えられるため、ここでは熱伝達抵抗𝑅𝐿と湿気伝達抵抗𝑅′𝐿をとして考

慮する。枯葉層を考慮した地表面の熱水分移動の基礎方程式は以下の通りである。 

枯葉層を考慮した地表面熱境界条件式 

1
1

𝛼
+𝑅𝐿

(𝑇𝑂 − 𝑇𝑆 +
𝑞𝑠𝑜𝑙

𝛼
) + 𝛾

1
1

𝛼’
+𝑅′𝐿

(𝑃𝑣,𝑜 − 𝑃𝑣,𝑠) = −(𝜆 + 𝛾𝜆′𝑇𝑔)
𝜕𝑇

𝜕𝑍
|
𝑍=0

− 𝛾𝜆′𝜇𝑔
𝜕𝜇

𝜕𝑍
|
𝑍=0

式(3-12) 

枯葉層を考慮した地表面水分境界条件式 

1
1

𝛼’
+𝑅′𝐿

(𝑃𝑣,𝑜 − 𝑃𝑣,𝑠) + 𝐽𝑟𝑎𝑖𝑛 = −𝜆′𝑇
𝜕𝑇

𝜕𝑍
|
𝑍=0

− 𝜆′𝜇 (
𝜕𝜇

𝜕𝑍
|
𝑍=0

− 𝑔)      式(3-13) 

 

④ 石室空気の熱水分移動収支式 

石室の空気は一つの点として扱われ、石室の熱、水分、ガスの収支式は次のようになる。 

石室空間内の熱収支式： 

𝑐γ𝑉
𝜕𝑇𝑟

𝜕𝑡
= ∑𝑆𝑖 𝛼𝑖(𝑇𝑤,𝑖 − 𝑇𝑟)           式(3-14) 

石室空間内の水分収支式： 

𝑐′γ′𝑉
𝜕𝑃𝑣𝑟

𝜕𝑡
= ∑𝑆𝑖 𝛼’𝑖(𝑃𝑉𝑠 − 𝑃𝑉𝑟)         式(3-15) 

ここで、𝑐𝛾:空気の容積比熱[J/m3K]、c′γ′:空気の湿気容量[㎏/m3Pa] 、V：石室の容積[m 

3]、𝑆𝑖：壁面の面積[m2]、𝑇𝑟：石室の気温[K]、𝑇𝑤,𝑖 ：壁面温度[K]、𝛼𝑟：壁面の熱伝達率

[W/m2∙K]、𝛼′𝑟：壁面の湿気伝達率[㎏/m2∙Pa]、𝑃𝑉𝑠：壁面の水蒸気圧[㎩]、𝑃𝑉𝑟：石室内の水

蒸気圧[Pa]。 

 

⑤ 石室壁面の熱水分移動収支式 

壁面材料内の熱収支式：   

          𝑐𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝛻[(𝜆 + 𝛾𝜆′𝑇𝑔)𝛻𝑇 + 𝛾𝜆′𝜇𝑔(𝛻𝜇 − 𝑛𝑔)]     式(3-16) 

壁面材料内の水分収支式： 

            𝜌𝑤
𝜕𝜑

𝜕𝜇

𝜕𝜇

𝜕𝑡
= 𝛻[𝜆′𝜇(𝛻𝜇 − 𝑛𝑔) + 𝜆′𝑇𝛻𝑇]       式(3-17) 

石室壁表面の境界条件は第三種境界条件（Robin boundary condition）として、次の式に
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なる： 

石室内壁表面の熱境界条件： 

𝛼𝑖(𝑇𝑟 − 𝑇𝑤) + 𝛾𝛼′𝑖(𝑃𝑣,𝑟 − 𝑃𝑣,𝑤) = −(𝜆 + 𝛾𝜆′𝑇𝑔)
𝜕𝑇

𝜕𝑛
|
𝑠
− 𝛾𝜆′𝜇𝑔

𝜕𝜇

𝜕𝑛
|
𝑠
    式(3-18) 

石室内壁表面の水分境界条件： 

𝛼′𝑖(𝑃𝑣,𝑟 − 𝑃𝑣,𝑤) = −𝜆′𝑇
𝜕𝑇

𝜕𝑛
|
𝑠
− 𝜆′𝜇

𝜕𝜇

𝜕𝑛
|
𝑠
        式(3-19) 

 

3.2.3.石室壁面における結露の判断条件と蓄積する結露水の取扱方法 

本研究では、壁面における結露の判断条件は非透湿表面と透湿表面二種類の壁面を考

える。 

• 非透湿表面（石室窓表面） 

 石室空気の絶対湿度𝑋rは壁面表面温度𝑇𝑤に応じる飽和絶対湿度𝑋s,wより高いと、結露と

判断する。 

𝑋r>𝑋s, w (𝑇𝑤) 

壁面の累積結露量𝐽𝑐𝑜𝑛を式(3-20)に示す：    

𝐽𝑐𝑜𝑛= α′r(𝑋r −𝑋s, w)𝐴𝑤           式(3-20) 

• 透湿表面 

 壁面の水分化学ポテンシャル𝜇wは- 1J/kg より高く、水分流は石室空気から壁面に流入

すると、結露と判断する。 

𝜇w＞＝-1 J/kg and 𝑋r-𝑋 w＞0 

壁面の累積結露量𝐽𝑐𝑜𝑛を式(3-21)に示す：    

𝐽𝑐𝑜𝑛= α′r(𝑋r −𝑋 w)𝐴𝑤           式(3-21) 

ここで、𝑇𝑤：壁面表面温度[℃]、𝑋r：石室空気の絶対湿度[kg /kg’]、𝑋s,w：壁面表面温度

𝑇𝑤に応じる飽和絶対湿度[kg /kg’]、𝜇w：壁面の水分化学ポテンシャル[J/kg]、𝐽𝑐𝑜𝑛：壁面に

累積結露量[kg /s]、𝛼′𝑟：壁表面の湿気伝達率[kg /m2s(kg /kg’)]、𝐴𝑤：壁面の面積[m2]。 

 

本研究では壁面における結露水滴にはある程度の質量を超えると、石室内床面に同じ

座標の場所に落ちることを考える。壁面における結露水滴の質量と水の表面張力との関

係を図 3-4 に示す。水滴の重量𝑚𝑑𝑟𝑜𝑝は接触角𝜃、水の表面張力𝜎との関係は式 3-22 で表

す。接触角は特定の壁面の材料と液体の性質のみと関係することです。Chi-Kien Nguyen 

et al., (2019)[9]は撮影でガラス材料と水の接触角𝜃の測定を行い、約 59.5°の結果を得られ

た。 

水滴の体積𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝は三重積分で計算することができており、その結果は式(3-23)で表して

いる。接触角𝜃は 60°、水の表面張力𝜎は 72×10-3[N/m]、水滴の密度𝜌𝑤は 103 [kg/m3]とした

ら、式 3-23 と 3-24 から、水滴の面積は 1.45[cm2]、水滴の質量𝑚𝑑𝑟𝑜𝑝は 0.31 [g]を得られ
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る。1m2の面積に対して、最大の水滴質量は 0.31×(1/1.45×10-4) [g]、約 2.14kg/m2。解析場

では例えば一つの mesh(0.02m2)に対して、集まる水分の質量は 0.043kg より大きれば、落

ちると考えた。 

              𝜌𝑤𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝𝑔 = 2𝜋𝑟𝜎𝑠𝑖𝑛𝜃            式(3-22) 

             𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝 =
𝜋𝑟3

3
(2 − 3 cos𝜃 + cos3 𝜃)        式(3-23) 

 

図 3-4 壁面における結露水滴受ける力の平衡関係 

 

3.3. モデルの再現性の確認 

この節は 2014 年 10 月～2015 年 10 月における林内気象条件を用いて、前述のモデルに

よる石室内温湿度を解析を行ったい、実測値との比較によりモデルの再現性を検証する。

モデルの再現性の検証の指標としては解析した石室内温湿度の相対誤差であり、相対誤

差は 10％より小さい場合に、モデルの再現性はよいと考えられる。解析値の相対誤差は

式 3-36 で計算する。 

𝛿 =
(𝑋𝑠−𝑋𝑚)

𝑋𝑚
× 100%            式(3-36) 

ここで、𝛿は解析値の相対誤差[%]、𝑋𝑠は解析値、𝑋𝑚は実測値である。 

3.3.1. 解析概要と境界条件 

① 解析概要 

解析は二次元で、前進型有限差分法を用い、2014 年 10 月 1 日～2015 年 10 月 1 日の 1

年間の検討期間とする。 

② 解析の境界条件 

解析の境界条件を 

表 3-1に示す。地表面の熱と水分は境界条件は第三種境界で、地盤底面境界は温度15℃、

水分化学ポテンシャル-1J/kg で固定する。地盤両側境界は断熱と断湿の条件を与える。石

室壁面では熱と水分は第三種類の境界条件を与える。 
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表 3-1 解析境界条件 

地盤表面境界 第三種（対流による空気と地表面に熱と水分交換） 

地盤底面境界 第一種（温度 15 ℃、水分ポテンシャルは-1 [J/kg]） 

地盤両側境界 第二種（断熱、断湿） 

石室壁面境界 第三種（対流による空気と壁面に熱と水分交換） 

 

③ 気象条件 

解析に用いる林内気象データ（気温、相対湿度、日射量、降雨量、風速及び大気圧）を図 

3-5 に示す。 

  

a 林内気温 b 林内相対湿度 

  

c 林内降雨量 d 林内水平面日射量 

  

e 林内風速 f 林内大気圧 

図 3-5 解析用外気条件(2014/10～2015/10) 
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3.3.2. 解析に用いた材料の熱水分移動に関する物性値 

模擬古墳における材料は地盤の土壌、石室壁面の石板、前室壁面の FRP 材及び前室と

石室間の断熱材である。 

① 地盤土壌と石室壁面の石板の物性値 

熱伝導率 λ 

地盤土壌の熱伝達率は小椋（2000）[10]で使った物性値を使い、石室石壁の物性値は李

(2010)[12]で使った凝灰岩の物性値を参考、地盤土壌と石室石壁の熱伝達率は水分化学ポ

テンシャルとの関係を図 3-6 に示す。 

 

図 3-6 地盤土壌の熱伝導率 

 

水分特性曲線と不飽和透水係数 

土壌の水分特性曲線と不飽和透水係数は Van Genuchten モデル[11]（式 3-24～3-26）を

用いて推定する。 

𝜃 = (𝜃𝑠 − 𝜃𝑟)S𝑒 + 𝜃𝑟            式(3-24) 

S𝑒 =
𝜃−𝜃𝑟

𝜃𝑠−𝜃𝑟
= (1 + |𝛼ℎ|𝑛)−𝑚          式(3-25) 

𝐾(S𝑒) = 𝐾𝑆S𝑒
𝑙 [1 − (1 − S𝑒

1/𝑚)
𝑚
]
2
        式(3-26) 

ここで、𝜃：体積含水率[m3/m3]、 𝜃𝑟：残留体積含水率[m3/m3]、𝜃𝑠：飽和体積含水率[m3/m3]、

h：水頭[m] 水分ポテンシャル-u[J/kg]= h[m]*9.8[N/kg]、𝛼、n、m、l：曲線の形状を与え

るパラメータ(m=1-1/n)、𝐾𝑆：飽和透水係数[m/s]。 

本研究では模擬古墳における土試料の測定結果を基づいて、Van Genuchten モデルで模

擬古墳における地盤土壌の水分特性曲線と不飽和透水係数を推定する。土試料の水分特

性曲線と不飽和透水係数の測定とその結果は付録 2 に示している。解析用土壌の水分特

性曲線に関するパラメータは表 3-2 土の水分特性曲線と不飽和透水係数に関するパラメータに
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示している。 

花崗岩の水分に関する物性値はは李(2010)[12]から参考し、飽和透水係数は 1.38×10-

11m/s の値を使う（Martinez-Landa (2005)[13]）。図 3-7 土壌と石板の水分特性曲線に土壌と石

板の水分特性曲線を表す。 

 

図 3-7 土壌と石板の水分特性曲線 

 

表 3-2 土の水分特性曲線と不飽和透水係数に関するパラメータ 

パラメータ 𝜃𝑠 𝜃𝑟 𝛼 n Ks 

値 0.43 0.05 0.0045 1.55 5.35e-5 

 

 

水分伝導率 

水分化学ポテンシャル勾配に関する気相水分伝導率𝜆′𝜇gは式(3-27)で表され、𝜆′𝑚は水蒸

気圧勾配に関する気相水分伝導率[kg/m∙s∙Pa]である。水分化学ポテンシャル勾配に関する

液相の水分伝導率𝜆′𝜇𝑙と透水係数𝐾(𝜑)の関係は式(3-28)で表される。温度勾配に関する気

相水分伝導率𝜆′𝑇g は式(3-29)で表される。図 3-8～図 3-10 に土壌と石板の水分伝導率を

表す。 

𝜆′𝜇g = 𝜆′𝑚 (
𝜕𝑃𝑣

𝜕𝜇
)
𝑇
(
𝜙−𝜑

𝜙
)           式(3-27) 

𝜆′𝜇𝑙 = 𝐾(𝜑)
𝜌𝑤

g
             式(3-28) 

𝜆′𝑇g = 𝜆′𝜇g (
𝑅𝑉𝑇

𝑃𝑣,𝑠

𝜕𝑃𝑣,𝑠

𝜕𝑇
−

𝜇

𝑇
)          式(3-29) 
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図 3-8 水分化学ポテンシャル勾配による気相水分伝導率 

 

 

図 3-9 水分化学ポテンシャル勾配による水分伝導率（液相＋気相） 
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図 3-10 温度勾配による液相水分伝導率 

 

② 断熱材と FRP の物性値 

断熱材（XPS）と前室の壁面材料 FRP は断湿として、断熱材（EPS）の物性値は Kumaran 

編著 日本建築学会訳の建築材料の熱・空気・湿気物性値 (2001)[14]の値を引用・参照し、

FRP の熱伝導率は EPS と同じと仮定する。それぞれの物性値は表 3-3 に表す。 

表 3-3 断熱材と FRP 材の物性値 

断熱材の熱伝導率 0.041[w/m∙K] 

断熱材の密度 40 [kg/m3] 

断熱材の比熱 1470 [J/kg∙K] 

FRP 材料の熱伝導率 0.041 [w/m∙K] 

FRP 材料の密度 1500 [kg/m3] 

FRP 材料の比熱 500 [J/kg∙K] 

 

3.3.2. 解析に用いたパラメータの値 

① 地表面における枯葉層の熱抵抗と湿気抵抗値 

枯葉層の熱伝導抵抗は式(3-26)に示すように、枯葉層の厚さと熱伝導率の比率であり、

湿気伝導抵抗は式(3-31)に示すように、枯葉層の厚みと湿気伝導率の比率である。模擬古

墳における地表面に年間を通じて枯葉が存在している。枯葉の量年間は微生物の分野活

動による減少と季節に凋落による増加として平衡し、式(3-32)に示すように、その厚み年

間 0.03 ~0.07m と仮定する。 

Su (2016) [15]の研究から枯葉の熱伝導率λは図 3-12 に示すように相対湿度の増加に伴

い増加する（式(3-33)）。測定した枯葉層の湿気伝導率λ’ は 9e-11[kg/m∙s∙Pa]を使う。枯葉

層の湿気伝導率の測定概要と結果は付録 2：地盤水分特性曲線と不飽和透水係数の実験で

示している。 
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                 𝑅𝐿 =
𝛿

𝜆 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
            式(3-30) 

                 𝑅’𝐿 =
𝛿

𝜆’ 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
            式(3-31) 

𝛿 = 0.05 + 0.02sin (−2𝜋
𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ

12
+

5𝜋

6
)       式(3-32) 

             𝜆 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = 0.0137𝑅𝐻 + 0.0463        式(3-33) 

ここで、𝑅𝐿：枯葉の熱抵抗 [m2∙K/W]、𝑅’𝐿：枯葉の湿気抵抗[m2∙s∙Pa/kg]、𝛿：枯葉層の

厚み[m]；𝜆’ 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟：枯葉の湿気伝達率[kg/m∙s∙Pa]、𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ：月分、𝜆 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟：枯葉の熱伝導率

[W/m∙K]。 

 

図 3-11 枯葉層の厚みの年間変化 

 

 

図 3-12 枯葉層の熱伝導率と相対湿度の関係 
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② 地表面と石室内壁面の熱伝達率と湿気伝達率 

地表面と石室壁面における熱伝達率と湿気伝達率は表 3-4 に示している。地表面の熱

伝達率は式(3-34)に示すように、林内の風速と線形関係となり、石室壁面における熱伝達

率は熱流の方向に依存する(鉾井、2002[16])。湿気伝達率はルイス関係を用い、ルイス数

は 0.9 を用いる(式(3-35))。 

 𝛼𝑜 = 6.2+ 4.1𝑣                                式(3-34) 

   𝛼′𝑜 =
𝛼

Le∗Cp
                                 式(3-35) 

ここで、  𝛼𝑜は地表面における熱伝達率[W/m2∙K]、v は風速[m/s]、 𝛼′𝑜は地表面におけ

る湿気伝達率[kg/m2s(kg/kg’)]、𝐿𝑒はルイス数、𝐿𝑒＝0.9、𝐶𝑝は空気の比熱[J/kg∙K]。 

 

表 3-4 地表面と石室壁面における熱伝達率と湿気伝達率 

地表面熱伝達率  𝛼𝑜[W/m2K] 6.2+4.1v, v: 風速[m/s］ 

地表面湿気伝達率 𝛼′𝑜[kg/m2s(kg/kg’)] ルイス関係 𝛼/(Le*Cp）、Le=0.9 

石室壁面熱伝達率𝛼𝑖[W/m2K] 

6.4 (水平面熱流上向き)、 

1.7 (水平面熱流下向き)、 

4.1 (垂直面) 

石室壁面湿気伝達率 𝛼′𝑖[kg/m2s(kg/kg’)] ルイス関係 𝛼𝑟/(Le*Cp）、Le=0.9 

 

③ 地盤内木の根の質量密度と吸水速度 

木の根の質量密度は場所によって違う。例えば、Macinnis-Ng et al., (2010) [6]は New South 

Wales, Australia の林で木の根の質量密度は 3.44～6.49 kg/m2であることを報告した。また、

Jackson et al.(1996)[5]の研究から温帯落葉林木の根の密度は 4.2 kg/m2である。本研究では

𝑀𝑟=5[kg/m2]、β＝0.95 を使う。地盤内木の根の質量密度の累積分布は図 3-13 に示し、質

量密度の分布は図 3-14 に示している。 

単位質量当たり木の根の吸水速度の文献値を元にした値を用いる。Feddes (1976)[17]が

キャベツの根の最大吸水速度は約 0.012 [cm3/cm3·day]を報告した。また、Sanjit et al.(2013) 

[18]の研究で Pecan Tree (ペカン)の根の最大吸水速度は 0.016 [cm3/cm3·day]を示した。単位

を換算すると、根の吸水速度は約 1.2×10-4 [kg/m3·s]を得られる。木の根の最大の質量密度

は 5[㎏ /ⅿ3]と仮定すると、単位質量当たり木の根の最大の吸水速度約 10-5 [kg 

(water)/kg(root)∙s]と得られる。本研究では根の最大吸水速度は 1×10-6 [㎏(water)/㎏(root)∙s]

と仮定する。 



  

45 

 

 

図 3-13 地盤内木の根の質量密度の累積分布 Y 

 

 

図 3-14 地盤内木の根の質量密度の分布 P(z) 

 

3.3.3. 解析結果とモデル再現性の確認 

① 石室温度  

図 3-15 に石室天井面温度と床面温度の解析結果と実測値の比較を示している。図より

天井面と床面の解析温度は実測温度の年間変動の傾向をほぼ再現できていることが分か

る。また、4 月から天井面温度は床面より高くなり、10 月から天井面温度は床面より低く

なるという傾向と、解析した天井面と床面の夏の温度差は約 1℃、実測より約 0.5℃小さ

いが、夏期に温度差が大きく、冬期にその差が小さいという傾向が再現できている。図 

3-16 石室空気温度の解析値に石室内空気温度の解析値と実測値との比較示す。図より解析時

期の石室内空気温度の実測値がないが、第 2 章で示した 2014 年の計測結果より、石室内

空気温度は天井面と床面温度の間で変動することが確認されていることから、ここでは、

石室空気温度は実測した天井面と床面温度の平均値と推定し、それは解析値と比較する

ことを行う。図より解析した石室空気温度は実測値から推定した温度の年間変化の傾向

をよく再現できていることが分かる。 
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表 3-5 は解析温度と実測温度の最大値、最小値と平均値を表し、天井面と床面の解析

温度の年平均温度それぞれは 14.9℃と 14.8℃、と実測値とほぼ一致している。ただし、解

析した床面温度 4 月～9 月に実測値よりやや高く、10~12 月の間に実測値よりやや低い。 

解析した石室内空気温度の年平均温度は 14.9℃、年振幅は 12.1℃であり、年平均温度と

林内空気温度とほぼ一致、年変動の幅は林内空気温度の約 1/3 という関係はよく再現で

きている。 

図 3-17 に石室天井面と床面温度の解析結果の相対誤差を示す。図より相対誤差は 10％

以下であることが分かる。 

 

図 3-15 石室天井と床面温度の解析結果（2014/10~2015/10） 

 

 

 

図 3-16 石室空気温度の解析値 
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図 3-17 石室天井と床面温度の解析結果の相対誤差（2014/10~2015/10） 

 

表 3-5 石室天井、床面と空気温度の解析結果（℃） 

 
天井面温

度解析値 

天井面温度 

実測値 
RE  

床面温度 

解析値 

床面温度

実測値 
RE  

石室温度 

解析値 

林内温度 

実測値 

最大

値 
21.6 21.9 1.34% 20.8 20.6 0.88% 21.2 35.9 

最小

値 
8.9 8.5 5.02% 9.2 8.8 4.93% 9.1 -2.6 

年平

均値 
14.9 14.9 0.28% 14.8 14.6 1.18% 14.9 14.6 

年変

動の

幅 

12.7 13.4 5.37% 11.5 11.8 2.14% 12.1 38.5 

 

② 石室相対湿度 

図 3-18 に石室内相対湿度の解析結果を示している。石室内の相対湿度の解析値年間は

97%～100%の間で変化し、年平均は 99.3%であり、夏期の相対湿度ほほぼ 100％で、冬期

は若干低くなる。解析期間の石室内相対湿度の実測値はないが、2014 年の計測結果から、

石室内相対湿度は通年 100％に維持していることから、解析期間の石室内相対湿度は

100%を推定することができると考えられる。従って、石室内年間を通じて相対湿度は飽

和状態の近傍に維持する傾向がほぼ再現できているといえる。 
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図 3-18 石室内空気相対湿度の解析結果（2014/10~2015/10） 

 

③ 石室壁面の濡れ状態 

図 3-19 に天井面結露面積の解析結果を示している。図より天井面の結露発生時期は、

ほぼ 10 月中旬から 3 月末の期間であり、その期間では天井面は、基本的に全面的に結露

している。図 3-20 に天井面における時間当たり結露量の解析結果を示している。天井面

に 10 月の中旬から結露段々増加し、12 月頃に結露量は最大値になり、その後結露量が減

少し、4 月に頭にゼロまでになった。 

図 3-21 天井面中央における蓄積の水分量の解析値に天井面中央セルにおける蓄積の水分量

の解析結果と天井面に設置する濡れセンサの出力を示している。なお、濡れセンサーは

450 以上で濡れが生じていると判断される。図より同じ年の天井面に設置する濡れセンサ

ーの出力と比べると、解析した天井面中央セルにおける蓄積の結露量の開始時期は濡れ

センサーの出力が上昇した時期（2014 年 10 月）とほぼ一致しているが、蓄積の結露量の

解析値は 2015 年 4 月頭頃に低下し、7 月頃になくなったが、濡れセンサーの出力は 2015

年 6 月までにずっと最大値を維持し、夏にも濡れている。他の年の濡れセンサーの出力

から見れば、天井面濡れセンサーの出力は 10 月から来年度の 4 月頭頃までに顕著な出力

が見られるが、4 月から 9 月末に濡れセンサーは低い出力が続き、2014 年より濡れセン

サーの最大出力値の続ける期間が大分短い（第二章の図 2-9）。即ち、解析で得られた天

井面結露の傾向は天井面に設置する濡れセンサー2016 年と 2017 の出力の傾向と似てい

ることが分かる。 

解析で得られた結露量は天井面濡れセンサーの出力と差異が存在することが分かる。

その原因として考えられることとして、一つ目は、濡れセンサーの出力が天井面の結露性

状と差が存在している可能性があることである。濡れセンサーは完全に天井表面を付け

ているではなく、天井表面との間で隙間が存在し、その隙間は熱抵抗としては濡れセンサ

ー表面に達した熱流を変わる可能性があると考えられ、また、濡れセンサー上はビニール

傘がついているから、濡れセンサー表面水分の蒸発に影響を及ぼす可能性もあると考え

られる。二つ目は、周辺地盤内に亀裂等による隙間があり、雨水がその隙間を通じて天井
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面までに侵入することが生じている可能性がある。そのために、濡れセンサーの濡れ状態

は天井表面との濡れ状態から時期や量においてずれる可能性があると考えられる。 

 

図 3-19 石室天井面における結露面積の解析結果 

 

 

図 3-20 石室天井面における結露量の解析値 

 

 

図 3-21 天井面中央における蓄積の水分量の解析値 
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図 3-22 に石室床面における水分化学ポテンシャル(以下𝜇)の解析値と実測値を示す。図

より床面に年間高い水分状態維持する傾向を大略再現できていることが分かる。ただし、

解析した𝜇は、年間を通じては実測値より少し低く、冬期に低下することが再現できてい

ない。また、秋期から冬期の間の降雨後の𝜇の解析値の増加量は実測値より小さい。また、

冬期のある時期に解析値は急に上昇することがあるが、これは天井面結露水の落下によ

る結果である。 

図 3-23 に周辺地盤深度 1.3 m における𝜇の解析結果を示す。石室床面の𝜇の解析結果と

同じように、平均値が実測値より低く、冬期に𝜇が低下している状況は十分に再現できて

おらず 10 月に大雨の時期に𝜇の増加が小さいことも分かる。周辺地盤の𝜇が石室床面の𝜇

の変動傾向は概ね一致するので、石室床面の𝜇の再現性が低い点は一部周辺地盤内の𝜇の

再現性が低いことによる結果と考えられる。 

 

図 3-22 石室床面における𝜇の解析結果 

 

 

図 3-23 地盤深度 1.3m における𝜇の解析結果 
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 以上より、本モデルは石室内の温湿度の年間変動、天井面の冬期の濡れを十分に再現

できることが分かった。しかしながら、石室温度の解析結果と実測値と若干ずれており、

解析した天井面の結露傾向は天井面で設置する濡れセンサの10月～3月に濡れ量が多く、

4 月～9 月に濡れ量が少ないという傾向が一致するが、夏に濡れ状態が続けることはまだ

再現できていない。解析した床面における水分化学ポテンシャル年間は高い状態に維持

しているが、実測値より低い。また、冬に天井面水滴が落下することによる床面の水分ポ

テンシャルが上がることは解析場で再現できるが、夏に降雨量が多い時期に落下が多い

ことによる床面の水分ポテンシャルが上がることは再現できていない。その偏差の可能

な要因として以下のことを考えられる。 

(a) 解析モデルは石室の南北断面だけの二次元で考慮しているが、石室の西面、東面の

熱、水分の移動を考慮していない。 

(b) 解析用地盤の土壌、石室の石板の物性値が、実際の物性値と偏差が存在する。 

(c) 解析では、天井面石板の隙間を考慮していない。実際の天井面石板は完全な状態では

なく、石板と石板の間に隙間が存在する。隙間がある所は石板より、水分の移動がや

すいから、天井面の水分に影響を及ぼすと考えられる。 

(d) 解析では、地盤内土壌中に亀裂がある場合の雨水の侵入が考慮していない。 

 

3.4. モデルの再現性に与える影響因子の検討 

以下では、地表面枯葉、石室石板の透水係数と石板隙間の有無がモデル再現性に与え

る影響について感度解析を行った結果について検討を行う。 

3.4.1. 地表面における枯葉層の影響 

① 検討概要 

この節は枯葉層が地盤内温度、水分、石室内温湿度に与える影響を検討する。表 3-6 に

示すように、枯葉層がないと枯葉層の厚みの影響を検討するために、三つのケースを検討

する。Case 0 は基準ケースとして、枯葉ないで、Case 1 では枯葉層の厚みは年間 0.05 m

で固定し、Case 2 では枯葉層の厚み年間は 0.02~0.07 m の間で変動している。 

表 3-6 枯葉層の影響に関する検討ケース 

Case 枯葉層厚みの年間変化 平均値 8 月 2 月 

Case 0 枯葉層なし - - - 

Case 1 𝛿 = 0.05 0.05 m 

Case 2 𝛿 = 0.05 + 0.02sin (−2𝜋
𝑀

12
+
5𝜋

6
) 0.05 m 0.02 m 0.07 m 
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② 検討結果 

図 3-24 に三つの Case で地盤深度 0.4 m における温度の解析結果を比較する。枯葉層

を考慮しない場合（Case 0）はほかのケースと比べると、地盤温度の解析値は大分低く、

実測値と大きいな偏差が生じ、特に冬期に約 4℃の差が存在する。即ち、枯葉層の熱抵

抗は冬の地盤温度に与える影響が大きいことが認められる。Case 1 と Case 2 の解析結

果はあまり差がなくで、一番寒いと一番暑い時期だけで差が生じることが分かった。冬

に、枯葉層の厚みの増加に伴い地盤温度が上昇し、夏に枯葉層の厚みの増加に伴い地盤

温度が低下することが分かった。 

図 3-25 に三つのケースで地盤 0.4 m における水分化学ポテンシャルの解析結果を示

している。枯葉層がない場合で（Case 0）はほかのケースと比較すると、解析の水分化

学ポテンシャルは少し低く、変動も小さく、枯葉層を考慮している場合でも、水分化学

ポテンシャルの解析結果はあまり変化しないことが分かった。即ち、今のモデルで考慮

している枯葉層の湿気抵抗は地盤内水分に与える影響は小さいことが確認された。 

図 3-26 と図 3-27 それぞれに三つのケースの石室温度と相対湿度の解析結果の比較

を示している。枯葉層が石室の温度に与える影響は地盤温度に与える影響と同じのパ

ータンが認められた。枯葉層がない場合（Case 0）で解析した石室内の相対湿度は少し

減少することが認められた。 

図 3-28に三つのケースの石室天井面結露の解析結果を示し、枯葉層がない場合（Case 

0）で天井面結露の発生時期は少し早めになり、結露量の多いことが確認された。 

図 3-29 に Case1 と Case2 の石室天井面と床面温度の解析値の年間相対誤差を示す。

図より Case2 の方が、Case1 の解析結果より精度が高いことが分かる。 

以上の検討で、枯葉層を考慮の有無が地盤の温度と石室温度に与える影響が大きい

こと、また地盤内水分と石室相対湿度に与える影響が小さいことが分かった。また、枯

葉層の厚みが年間変化すると固定する場合に、解析結果に大きく差がないが、厚みが年

間変化する場合の方が、実測値の再現精度がより高いことが確認された。 
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図 3-24 異なる枯葉層状態による地盤深度 0.4m における温度の解析結果 

 

 

図 3-25 異なる枯葉層状態による地盤深度 0.4 m における𝜇の解析結果 
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図 3-26 異なる枯葉層状態による石室温度の解析結果 

 

 

図 3-27 異なる枯葉層状態による石室相対湿度の解析結果 
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図 3-28 異なる枯葉層状態による石室天井面結露の解析結果 

 

 

図 3-29 Case1 と Case2 の天井面床面温度の解析結果の年間相対誤差 

 

3.4.2. 石室壁面石板の透水係数の影響 

① 検討概要 

模擬古墳使う石板は花崗岩であり、Martinez-Landa (2005)[13]は測定方法と測定サンプ

ルのサイズは花崗岩の透水係数に大きい影響を及ぼすことが指摘した、彼らの測定は花崗

岩の透水係数は 10-9～10-13 m/s の範囲である。小島ら（1994）[20]は室温の条件下福島県

飯館村前田産の飯館花崗岩および茨城県笠間市産の稲田花崗岩の透水係数それぞれは

1.9×10-6 darcyおよび 6.7×10-7 darcy（1darcy=9.65×10-6 m/s）を示唆した。以下では、花崗岩

の飽和透水係数 Ks を 1.36×10-9～10-13 m/s の範囲で変化させた解析を行い比較検討する。 
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② 検討結果 

図 3-30 に異なる石板の Ks による石室内空気温度の解析結果を示す。石板の Ks の変化

は石室の空気温度にあまり影響を及ぼさないことが確認された。 

図 3-31 に異なる Ks による石室内相対湿度の解析結果を示している。Ks は 1.36×10-11 

m/s の解析結果と比べて、Ks は 1.36×10-13 m/s で解析した石室内相対湿度夏に最大は約

3%y程度低下することが確認された。また、Ks は 1.36×10-11 m/s と 1.36×10-9 m/s の解析し

た石室相対湿度の差があまりないことも分かった。前の検討から石室相対湿度の変化は

主に石室天井面から供給する水分流の変動による結果である。図 3-32 は天井面から石室

に移動する水分流を表し、Ks は 1.36×10-13 m/s の場合に、夏に天井面から石室に移動する

水分流が大分減少、冬に移動する水分流の変化量はあまり大きくない。この変動の傾向は

石室相対湿度の変動傾向と一致している。また、Ks は 1.36×10-11 m/s と 1.36×10-9 m/s の解

析した水分流はあまり変わらなく、石室相対湿度の解析結果も一致することが認められ

た。 

図 3-33 に異なる石板の飽和透水係数 Ks による天井面中央における水分化学ポテンシ

ャルの解析結果を表している。Ks は 1.36×10-13 m/s の解析した石室天井面における水分化

学ポテンシャル夏に大分低下し、冬に飽和状態に達する時期が遅くなり、飽和状態に維持

する時間が減少することが確認された。Ks は 1.36×10-9 m/s の場合では、夏に、天井面が

飽和時期に達する時期が出るが、冬に水分化学ポテンシャルが飽和に達する時期が減少

することが分かった。図 3-34に石室天井面結露量の比較を示す。Ks は 1.36×10-13 m/s の場

合、天井面結露量が少し減少し、結露の発生時期も遅くなる。Ksは1.36×10-11 m/sと1.36×10-

9 m/s の場合に、天井面結露の解析結果はほぼ一致していることがわかった。 

以上の検討より、天井面の石板の飽和透水係数は石室天井面の水分状態と石室内空気

の相対湿度に影響を及ぼすが、温度に与える影響はほとんどない。 

 

図 3-30 石室空気温度の解析結果（異なる石板の飽和透水係数） 
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図 3-31 石室相対湿度の比較（異なる石板の飽和透水係数） 

 

 

図 3-32 天井面から石室に移動水分流の比較（異なる石板の飽和透水係数） 

 

 

図 3-33 石室天井面中央における𝜇の解析結果（異なる石板の飽和透水係数） 
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図 3-34 石室天井面結露量の解析結果（異なる石板の飽和透水係数） 

 

3.4.3. 石室壁面石板における隙間の影響 

① 検討概要 

天井面石板の隙間の影響を考慮するモデルとしてモデル B を、比較のために、隙間を

考慮しないモデルとしてモデル A を考える。図 3-35 にモデル A とモデル B の石室概要

を示す。モデル B では、天井面に五つの位置に 0.02 m の隙間を設置し、隙間と隙間の間

隔は 0.2 m である。また石室の奥壁(右)にも二つの隙間を設置する。モデル B の解析期間

と条件はモデル A と同じである。3.5 節の検討した結果を踏まえて、天井面石板の飽和透

水係数は 10-11m/s を使い、モデル B の解析を行う。以下ではモデル B の解析結果を説明

する。 

  

図 3-35 モデル Aとモデル B の石室概要 

② 検討結果 

図 3-36と図 3-37それぞれにモデル Aとモデル Bで解析した石室内温度と相対湿度の

比較を示し、石室内温度と相対湿度はあまり差がないことが確認された。図 3-38 にモデ

ル B で解析した石室天井面の水分化学ポテンシャルの結果とモデル A の解析結果との比

較を示している。モデル B で解析した天井面の水分化学ポテンシャルは夏に少し上昇す

ることが分かった。図 3-39 に二つのモデルで天井面における時間当たり結露量を示し、
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モデル B とモデル A の条件下における天井面と床面における結露量はあまり変化しなか

ったことが分かった。以上の検討から、石室天井面と奥壁の石板における隙間を考慮する

モデル B では、夏に、天井面の水分化学ポテンシャルが少し上昇するが、解析結果に及

ぼす影響は小さいことがわかった。 

 

図 3-36 モデル B とモデル A で解析した石室内温度の比較 

 

 

図 3-37 モデル B とモデル A で解析した石室内相対湿度の比較 
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図 3-38 モデル B とモデル A で解析した石室天井面𝜇の比較 

 

 

図 3-39 モデル B とモデル A で解析した石室天井面おける結露量の比較 

 

3.5. 石室温湿度と結露性状の形成メカニズムの考察 

この節では 3.3 節の解析結果を用い、石室内の酸素、二酸化炭素の形成のメカニズムを

検討する。 

3.5.1. 石室内温度の形成メカニズム 

図 3-40 に石室空気と壁面の解析温度を示している。解析した石室内空気温度は左右の

壁面とほぼ一致しており、天井面と床面温度の間に変動していることが認められた。これ

は石室左右壁面より天井面と床面上下の温度差が大きいから、空気は主に天井面と床面

との空気対流によによる結果と考えられる。 

図 3-41 に石室天井面（深さ 1.0 m）、床面（深さ 1.5 m）の解析結果と周辺地盤深度 1.0 
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m と 1.3 m の解析温度の比較を示し、天井面温度は深度 1.0m の温度は年間ほぼ一致して

いることが確認された。床面の深さは 1.3 m より深いので、夏に地盤深度 1.3 m の温度よ

り低く、冬に高いと考えられている。しかし、解析では、この二か所の温度夏にほぼ一致

しており、冬に床面温度は地盤深度 1.3 m の温度より低くなっている。これは夏に床面の

温度は石室内暖かい空気と対流による温度が上昇し、冬に室内冷たい空気温度の対流に

より温度が低下するためと考えられる。 

また、夏期に石室空気と床面の熱伝達率は小さく、冬期は大きいから（夏は 1.7[W/m2K]、

冬は 6.4[W/m2K]）、夏期に対流によって床面の温度上昇の程度は冬期の低下の程度より小

さい。これは冬期に石室床面と天井面との温度差が小さく、夏期に温度差が大きい要因と

考えられる。 

 

 

a. 石室窓表面、奥壁表面と石室空気の解析温度 

 

b. 石室天井面、床面と石室空気の解析温度 

図 3-40 石室内空気と壁面の解析結果 
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図 3-41 石室天井面、床面と周辺地盤の解析温度 

 

3.5.2. 石室相対湿度と壁面の濡れ状態の形成メカニズム 

図 3-42 に石室壁面から石室空間内移動する水分流（壁面から石室内に流入するものを

正とし、石室空間から壁面に流入するものを負とする）と石室内相対湿度の解析結果を示

している。図より石室空間は主に天井面と床面との水分交換があることが分かる。冬期に

水分流は石室床面と奥壁から空間に水分を供給（蒸発）し、石室空間から天井面に水分を

供給する。夏期に水分は天井面から床面に移動するという逆な傾向を示す。石室空間内に

正味流入水分流量は夏より若干小さくなり、冬の方に石室内相対湿度は夏より少し低く

なっている。 

図 3-43 に天井面結露量と天井面から石室に移動する水分流の解析結果を示す。図より

天井面結露する時期は水分流が石室から天井面に移動する冬期を中心とした時期であり、

天井面結露しない時期は水分流が天井面から石室に移動する夏期を中心とした時期であ

る。天井面の結露傾向は天井面と石室空間との水分流の変化傾向と一致することが分か

った。天井面冬の濡れは主に結露による結果と考えられる。夏期に天井面で結露が発生し

ない時期に、蒸発の抑制や、雨水の浸透の影響や、材料表面の吸着を考慮することで、天

井面に暫く結露水が保つことが再現できるようになる可能性があると考えられる。 

一方で、第 2 章の実測結果から見れば、夏期に床面の水分ポテンシャルは常にセンサ

の上限まで上がってきったので、床面が濡れているかもしれないが、図 3-22 に示すよう

に、解析で石室床面中央における水分ポテンシャル年間は飽和状態にならないので、床面

では結露が発生していない。測定した床面夏に水分ポテンシャルが飽和状態になった可

能な要因は降雨後に雨水が石室天井まで浸透し、天井面から落下することによると考え

られる。 
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図 3-42 石室壁面から空間内移動する水分流と石室相対湿度の解析結果 

 

 

図 3-43 石室天井面結露量と天井面から石室に移動する水分流の解析結果 

 

3.6. まとめ 

本章では、熱水分同時移動理論に基づいて、模擬古墳地表面における枯葉層の熱水分移

動抵抗を考慮した上で、模擬古墳石室内温湿度と結露性状の予測モデルを作成し、そのモ

デルを用いて石室内温湿度、結露性状の再現を行い、モデルの再現性を確認した。また、

地表面枯葉、石室天井面石板の透水係数、石板の隙間がモデルの再現性に与える影響につ

いて検討を行った。その上で、解析結果から石室内温湿度、結露性状の形成メカニズムを

検討した。得られた主な結果を以下に示す。 

• 作成したモデルにより、石室内温湿度と天井面結露性状の年間変動の傾向がほぼ

再現できた。具体的には、石室内温度の年平均値と年間変動の幅を再現でき、4 月

～9 月の間に天井面温度は床面より高く、10 月～3 月末に天井面は床面より低い傾
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向が再現できた。冬期に天井面と床面の温度差が小さく、夏期に温度差が大きいと

いう特徴が再現できたが温度差は実測値より小さい。一方、石室内の年間高湿の維

持することも再現できた。 

• 天井面の結露性状の解析結果（10 月～3 月末に結露し、4 月～9 月末に結露してい

ない）は天井面設置した濡れセンサの出力の季節変動（10 月～3 月に大きく、4 月

～9 月に低い）と概ね一致する。ただし、解析では井面中央セルにおける蓄積の水

分量は 7 月頃に全て蒸発してしまい、天井面に設置する濡れセンサ夏も濡れてい

る状態を十分再現できていない。これは解析場で夏に天井面の蒸発が大きいこと

によって天井面における蓄積の水分量はなくなっていることによる。蒸発の抑制

や、雨水の浸透の影響や、材料表面の吸着を考慮することで、天井面に暫く結露水

が保つことが再現できるようになる可能性があると考えられる。 

• 石室床面の水分ポテンシャルが年間を通じて高いの状態であることが再現できた

が実測よりやや低く、飽和状態にならない。冬に天井面が結露の時期に天井面から

の落下によって、床面の水分ポテンシャルが上がるが、降雨後に水分ポテンシャル

が上がることがまだ十分再現できていない。これは降雨後に雨水が天井面まで浸

透することが十分に考慮できていないからだと考えられる。 

• 現状のモデルでは石室内の温湿度と結露性状の一部の再現性がよくない要因とし

ては、解析モデルは石室の南北断面だけの二次元で考慮しているが、石室の西面、

東面の熱、水分の移動を考慮していないと考えられる。また、解析用地盤の土壌、

石室の石板の物性値が、実際の物性値と偏差が存在する。また、解析では、地盤内

土壌中に亀裂がある場合の雨水の侵入が考慮していないと考えられる。 

• 地表面における枯葉層の熱水分移動抵抗を考慮しない場合に、地盤と石室内温度、

天井面結露量と時間の解析結果に大きく影響を与えるが、石室内相対湿度にあま

り影響しないことが分かった。一方で、枯葉層の厚みが年間変化すると固定する場

合に、解析結果に大きく差がないが、厚みが年間変化することを考慮した場合の方

に実測値の再現精度がより高いことが確認された。 

• 石室天井面と奥壁に設置した花崗岩の透水係数が天井面と石室内相対湿度の解析

結果に及ぼす影響が大きく、石室内温度に与える影響が小さい。天井面の石板の飽

和透水係数は 10-11から 10-13のオーダーで低下すると、天井面の石板の水分化学ポ

テンシャルは大きく低下し、石室内に移動する水分が少なくり、石室内相対湿度は

低下し、天井面における結露時期が短くなることが確認された。 

• 夏期に石室空気と床面の熱伝達率は小さく、冬期は大きいから（夏は 1.7[W/m2K]、

冬は 6.4[W/m2K]）、夏期に対流によって床面の温度上昇の程度は冬期の低下の程度

より小さい。これは冬期に石室床面と天井面との温度差が小さく、夏期に温度差が

大きい要因と考えられる。冬期に石室空間内の水分は床面から天井面に蒸発し、夏

期は逆転している。冬期の石室空間内の正味流入水分流は、夏期より若干少なくな

ることで、冬期の石室内相対湿度は夏期より低くなることが解析から確認された。
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冬期に水分は石室床面から天井面に移動し、天井面を結露する。夏期に水分は石室

天井面から床面に移動し、ただし、床面の水分化学ポテンシャルは飽和状態になら

ないため、床面に結露しないことが分かった。 
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第4章 模擬古墳の石室内酸素、二酸化炭素濃度の予測モデルの提案とその

再現 

4.1. はじめに 

本章では、土壌学分野で土壌呼吸の基礎理論を基づいて、模擬古墳石室内部と地盤内の

酸素と二酸化炭素濃度の予測モデルを構築する。次に、第三章で作成した石室内と地盤内

熱水分移動モデルと連成させた数値解析によりで模擬古墳石室内の酸素、二酸化炭素濃

度の年間変動の再現を行う。モデルの再現性に与える影響因子の検討する上で、石室内酸

素、二酸化炭素濃度の形成メカニズムについて検討を行う。 

4.2. 石室内酸素、二酸化炭素濃度の予測モデルの提案 

4.2.1. 石室内酸素、二酸化炭素濃度の収支平衡 

図 4-1 に示すように、石室内酸素、二酸化炭素気相濃度の変動は壁面から移動する量、

石室内微生物、木の根による消費（生産）、壁面の結露水に溶解する量、石室内に侵入す

る雨水で持ち液相濃度など色々な物理的な過程による結果と考えられる。結露水に溶解

する量と侵入した雨水が持ち量は床面と壁面から移動すると比べると、少ないと考えら

れる。従って、モデルの簡単化のために、石室内単位時間当たりの気相ガス濃度変化量

は空気の対流によって石室壁面との交換量と石室内の消費量（生産量）二つの部分から

構成すると仮定して、石室内ガス気相濃度の収支式を作成し、式(4-1)に示す。 

 

図 4-1 石室内にガスの収支平衡 

 

石室内ガスの収支式 

𝑉
𝜕𝐶𝑔,r

𝜕𝑡
= ∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=0 ℎ𝑖

′(𝐶𝑔,𝑖 − 𝐶𝑔,𝑟) + 𝑅𝑟 + 𝑅𝑚      式(4-1) 

ここで、V：石室の体積[m3]、𝐶𝑔,𝑟：石室内酸素（二酸化炭素）の気相濃度[kg/m3(air)]、

𝑆𝑖：石室壁面 i の面積[m2]、ℎ𝑖
′：石室壁面と空気の間の物質伝達率[kg/m2s(kg/ m3(air))]、𝐶𝑔,𝑖：
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石室壁表面におけるガスの気相濃度[kg/m3(air)]、R𝑟：石室内木の根の呼吸による酸素の消

費量（二酸化炭素の生成量）[kg/s]、R𝑚：石室内微生物の呼吸による酸素の消費量（二酸

化炭素の生成量）[kg/s]。 

 

① 石室内部ガスの生産量（消費量） 

本研究では、式(4-2)に示すように、石室内部における微生物の呼吸による二酸化炭素の

生産量𝑅𝑚(𝐶𝑂2)は、石室内微生物の質量𝑀𝑚とその呼吸係数𝑘𝑚の積算から得る。また温度

の依存についても考慮する。石室内侵入した木の根の呼吸による二酸化炭素の生産量は

式(4-3)に示すように、根の質量𝑀𝑟と根の呼吸係数𝑘𝑟の積算から計算、また温度の依存を

考慮する。微生物呼吸と木の根の呼吸の温度依存関数は等しいと仮定する。また、石室内

年間を通じて相対湿度は 100％であるため、石室内部微生物呼吸と木の根の呼吸の水分依

存は考慮していない。 

一方、石室内部の酸素の消費量𝑅(𝑂2)は式(4-4)に示すように、呼吸商で二酸化炭素の生

産量から計算する。土壌呼吸における研究では、呼吸商というパラメータで土壌呼吸によ

る二酸化炭素生産量と酸素の消費量の比率を表現している（Richardson,1929[1]）。呼吸商

（respiratory quotient, RQ）とは、ある時間において土壌呼吸による酸素消費量に対する

二酸化炭素生産量の体積比（モル比）である。好気性呼吸で主要な有機物であるグルコ

ースを分解する時、消費する酸素のモル量は二酸化炭素のモル量と同じであり、この時に

呼吸商は１である。しかし、タンパク質と脂質を分解する時に、より多くの酸素を消費す

るため、その時の呼吸商は１より小さくなる。 

     𝑅𝑚(𝐶𝑂2)= 𝑘𝑚𝑀𝑚𝑓(𝑇)             式(4-2) 

𝑅𝑟(𝐶𝑂2) = 𝑘𝑟𝑀𝑟𝑓(𝑇)             式(4-3) 

𝑅(𝑂2) = −𝑅𝑄
𝑀𝑜2

𝑀𝑐𝑜2
𝑅(𝐶𝑂2)            式(4-4) 

ここで、𝑅𝑚(𝐶𝑂2)：石室内部における微生物の呼吸による二酸化炭素の生産量[㎏

(CO2)/s] 、𝑅𝑟(𝐶𝑂2)：石室内侵入した木の根の呼吸による二酸化炭素の生産量[㎏(CO2)/s]、

𝑘𝑚：微生物の呼吸係数[1/s]、𝑘𝑟：木の根の呼吸係数[1/s]、𝑀𝑚：石室内微生物の質量[㎏]、

𝑀𝑟：石室内木の根の質量[㎏]、𝑓(𝑇)：生物呼吸の温度依存関数[-]、𝑅(𝑂2): 石室内部の酸

素の消費量[㎏(O2)/s]、𝑅𝑄は呼吸商[mol/mol]、𝑀𝑜2は酸素のモル質量 32[g/mol]、𝑀𝑐𝑜2は二

酸化炭素のモル質量 44[g/mol]である。 

 

② 石室壁表面における酸素、二酸化炭素濃度の交換量 

石室の六つの壁面の内に床面のみ土が露出しており、南壁はアクリル製の窓表面であ

り、それ以外の壁面は石板を設置している状態である。アクリルはガスを通さないため、

酸素の移動は主に床面と他の壁面からであると考えられる。 

石室壁表面におけるガスの交換量𝐽𝑐は式(4-5)に示すように、壁表面におけるガスの物

質伝達率ℎ′と壁面気相ガス濃度と石室内空気のガス濃度の差(𝐶𝑔,𝑖 − 𝐶𝑔,𝑟)から計算する。 
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𝐽𝑐 = ℎ𝑖
′(𝐶𝑔,𝑖 − 𝐶𝑔,𝑟)                      式(4-5) 

ここで、ガスの物質伝達率ℎ′はルイス関係から算出し、ルイス関係を式(4-4)に示す

通りであり、本研究では、ルイス数𝐿𝑒は１を使う。 

𝐿𝑒 =
𝛼

ℎ′𝑐𝑝,𝑎𝜌𝑎
                         式(4-6) 

4.2.2. 地盤内酸素、二酸化炭素濃度の収支式 

地盤土壌内酸素、二酸化炭素濃度の収支平衡はガスの移動量と生物(微生物と木の根な

ど)の呼吸による消費量(生産量)、及び木の根の吸水による変化量から決定される。その一

次元の収支平衡式を式(4-7)に示す。式(4-7)の左辺は単位時間のガス濃度の変化量、右辺第

一項はガスの移動量、第二項は土壌呼吸による消費量(生産量)、最後は木の根の吸水によ

る変化量である。また、式(4-8)に示すように、ガスの気相と液相はヘンリー法則で平衡し

ている。ここで、ヘンリー定数は気相濃度 Cg とその液相濃度𝐶𝑙の間の無次元の比率

（dimensionless ratio）である。ヘンリー定数は温度の関数であり、その関係は式(4-9)に示

す通りであり、Van 't Hoff equation を満足する(Sander, 2015[2])。図 4-2 異なる温度条件下ヘ

ンリー定数の変化に異なる温度条件下に二酸化炭素と酸素のヘンリー定数を示し、25℃に酸

素に対して、ヘンリー定数 H は 3.18e-2[-]、二酸化炭素は 0.8317[-]を用いる。 

   
𝜕(𝜃𝑔𝐶𝑔+𝜑𝐶𝑙)

𝜕𝑡
= −∇ ∙ (𝐹𝑑𝑔 + 𝐹𝑑𝑙 + 𝐹𝑎𝑙) + 𝑅 − 𝑈       式(4-7) 

             𝐶𝑙 = 𝐻𝐶𝑔 (Henry’s law)             式(4-8) 

                     𝐻𝑇＝𝐻𝑇⊝exp(
−∆𝑠𝑜𝑙𝐻

R
(
1

𝑇
−

1

𝑇⊝
))                      式(4-9) 

ここで、Cg：気相濃度、[kg/m3(air)]、𝜃𝑔：気相空隙率、[m3(air)/m3(soil)]、𝜑 : 含水率

[m3(water)/m3(soil)]、𝐶𝑙：液相ガス濃度、[kg/m3(water)]、𝐹𝑑𝑔：気相拡散による移動量

[kg/m2(soil)s]、𝐹𝑑𝑙：液相拡散による移動量[kg/m2(soil)s]、𝐹𝑎𝑙：液相移流による移動量

[kg/m2(soil)s]、𝑈：木の根の吸水によるガスの変化量[kg/m3(soil)s]、𝑅：土壌呼吸によるガ

スの消費量（生産量）[kg/m3(soil)s]、𝑇⊝：参考温度、293.16K、𝐻：ヘンリー定数、𝐻𝑇⊝：

参考温度下におけるヘンリー定数、−∆𝑠𝑜𝑙𝐻：溶解のエンタルピー[J / mol]、R は気体定数

[J /mol⋅K]、温度が大きく変化しない場合は(−∆_𝑠𝑜𝑙𝐻)/Rは定数として使用でき、酸素で

1700、二酸化炭素で 2400 に相当する（Sander, 2015[2]）。 
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図 4-2 異なる温度条件下ヘンリー定数の変化 

 

① 土壌内酸素、二酸化炭素の移動量 

 土など多孔質材料内ガスはその隙間の空気中の気相ガスとその中の水に溶解する液相

ガスで構成し、気相ガスは液相ガスと平衡している。気相ガスは主には拡散の形で移動す

ると多くの研究で指摘されている（中野、1991[3]）。土中の水の移動によって液相ガスの

移動が発生する。また、液相の拡散も存在するが、気相拡散係数は液相拡散係数より 105

大きいから、液相拡散の割合が小さいと考えられている。また、気相ガスの移流によるフ

ラックスも存在するが、多くの研究は土壌内の空気の動きは非常に遅くて、空気の密度も

小さいであることから、この部分のフラックスは無視する（Simunek,1993[4]; Fang, 1999[5]; 

Jassal et al., 2004[6]）。本研究では、材料内のガスの移動フラックスは気相拡散、液相拡散

及び液相移流三つの過程を考慮する。 

 

気相拡散による移動量 

気相拡散移動のフラックスはフィックの法則により、式(4-10)で表す。材料内の気相拡

散係数𝐷𝑔,sは空気中の拡散係数𝐷𝑔,𝑎よりは小さい、その減衰は土の空隙率、気相率と関係

し、Millington and Shearer, (1971)[7]は式(4-11)と式(4-12)に表し、a は定数であり、Simunek 

(1993) [4]により、a は 1/6 である。また空気中の拡散係数𝐷𝑔,𝑎は温度 T と気圧 P に依存し、

標準状態大気（273.15K,101.3kPa）中の拡散係数𝐷𝑔𝑜（酸素は 1.77×10-5m2/s、二酸化炭素は

1.39×10-5m2/s）との関係は式 4-13 に表している。𝜂は定数で、Campbell(1985)[8]により、

酸素は 2、二酸化炭素は 1.75 である。 

              𝐹𝑑𝑔 = −𝜃𝑔𝐷𝑔,𝑠∇ ∙ 𝐶𝑔            式(4-10) 

                 𝐷𝑔,s = 𝑓𝑔𝐷𝑔,𝑎              式(4-11) 

                 𝑓𝑔 = 𝜃𝑔
2𝑎(

𝜃𝑔

∅
)2                式(4-12) 

               𝐷𝑔,𝑎 = 𝐷𝑔𝑜 (
𝑇

𝑇𝑂
)
𝜂
(
P𝑂

𝑃
)             式(4-13) 

ここで、𝐹𝑑𝑔：気相拡散移動のフラックス、[kg/m2(soil)s] 、Cg：気相濃度、[kg/m3(soil 

air)]、𝜃𝑔：気相空隙率[m3(air)/m3(soil)]、𝐷𝑔,s：土中気相ガスの拡散係数[m2/s]、𝐷𝑔,𝑎：空気
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中ガスの拡散係数[m2/s]、𝑓𝑔:土壌内ガス気相拡散減衰因子[-]、∅:土壌の空隙率、𝐷𝑔𝑜：標準

状態下空気中ガスの拡散係数[m2/s]、T、𝑇𝑂：温度[K]と標準状態下の温度 273.16K、P、P𝑂：

気圧[Pa]と標準状態下の気圧 101.3 kPa。 

 

液相拡散による移動量 

材料内液相拡散移動フラックスはフィックの法則により、式(4-14)で表す。液相拡散係

数𝐷𝐿は式 4-15 に示し、Campbell(1985)[8]により、液相に対して、𝜂は 1 である。 

                𝐹𝑑𝑙 = −𝜑𝐷𝑙,𝑠∇ ∙ 𝐶𝑙            式(4-14) 

              𝐷𝑙,𝑠 = 𝑓𝐿𝐷𝐿𝑜 (
𝑇

𝑇𝑂
)
𝜂
(
P𝑂

𝑃
)            式(4-15) 

𝑓𝐿 = 𝜑                           式(4-16) 

ここで、𝐹𝑑𝑙: 液相拡散移動のフラックス、[kg/m2(soil)s]、𝜑: 含水率[m3(water)/m3(soil)]、

𝐷𝑙：液相拡散係数[m2/s]、𝐶𝑙：液相ガス濃度、[kg/m3(water)] 、𝐷𝑙,𝑠：土中の水中の液相拡散

係数[m2/s]、𝑓𝐿:土壌内ガス液相拡散の減衰因子[-]、𝐷𝐿𝑜：標準状態下液水中の液相拡散係数

[m2/s]である。 

 

液相移流による移動量 

材料内液相移流によるフラックスを式(4-17)で表す。その中の水分移動フラックス𝐽𝑙は

第 3 章で示した熱水分移動モデルから得られる。 

                                  𝐹𝑎𝑙 =
𝐽𝑙

𝜌𝑤
𝐶𝑙                            式(4-17) 

ここで、𝐹𝑎𝑙：液相移流によるフラックス [kg/m2(soil)s]、𝐽𝑙：材料内水分移動フラックス

[kg(water)/m2(soil)s]、𝜌𝑤：水の密度[kg/m3]、𝐶𝑙：液相ガス濃度 [kg/m3(water)] 。 

 

② 土壌呼吸による二酸化炭素の生産量と酸素の消費量 

土壌呼吸と影響因子 

地盤の土壌内には、多くの微生物、木の根と昆虫などが生存している。そちらの生物の

呼吸活動が土壌内ガスの平衡に影響を及ぼす。土壌中の生物の呼吸によって生成される

二酸化炭素のプロセスは、土壌科学では土壌呼吸と呼ばれる。生物の呼吸は有機物（炭素

化合物や窒素化合物など）を分解する非常に複雑な過程である。簡単にグルコースを分解

する場合で考えれば、好気性微生物と木の根の呼吸活動は (4- I)に示すように、酸素を消

費し二酸化炭素を生産する。一方、嫌気性微生物の呼吸活動は (4- II)に示すように、酸素

を消費せずに二酸化炭素を生産する。 

好気性呼吸によるグルコースの分解： 

           𝐶6𝐻12𝑂6 + 6𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂           (4-I) 

嫌気性呼吸によるグルコースの分解： 

            𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 6𝐶𝑂2           (4-II) 
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温度は土壌内微生物と木の根の呼吸活動に関する酵素の活性に影響を及ぼす（Luo Y & 

Zhou X, 2010[9]）。土壌呼吸の温度に関する感度に関する研究は数多く行われている

（Boone et al., 1998[10]; Lloyd & Taylor, 1994[11]; Fang & Moncrieff, 2001[12]; Wei et al., 

2018[13];）。温度が低い場合に、呼吸活動に関する酵素の活性は呼吸に制御する最も重要

な因子であり、その時に呼吸の強度と温度の関係はアレニウスの関係の従う結果が得ら

れている。極端な高い温度の場合に、酵素の活性が低下し、呼吸を抑制する。最適温度よ

り低い場合に温度が増加に伴い微生物の呼吸速度は温度の指数関数で増加し、温度が最

適値を超えれば、温度の増加に伴い微生物の呼吸速度が低下する。木の根の呼吸速度も同

じような挙動を示すと考えられる。 

水分が微生物と木の根の呼吸活動に与える影響は直接効果と間接効果に分けることが

できる。直接的な影響は、水マトリックスポテンシャルの変化が浸透圧の変化を引き起こ

すことであり、微生物および根細胞における酵素の活性が変わる。間接的な影響は、土中

含水率または飽和度の変化が栄養基質と溶存酸素、気相酸素の拡散速度に影響を与える

ことであり、したがって微生物と根の呼吸速度に影響を及ぼす（J. Skopp, 1990[14]）。模

擬古墳の計測結果も土壌水分の増加に伴い、酸素濃度が低いことが示されている（第2章

2.3.5節）。最適な水分量以下、水分量の増加に伴い微生物の活性が増加し、それ以上にな

ると、水分量の増加に伴い微生物の活性が低下する。また、含水率が高く、酸素濃度が低

い土壌内部生物の好気性呼吸に対して、酸素濃度は土壌呼吸の制御因子になる（Luo Y & 

Zhou X, 2010[9]）。 

本研究では、土壌呼吸は土壌内微生物の呼吸と木の根の呼吸二つのプロセスを考慮し、

それぞれは温度、水分状態の影響のみ考慮する。また、微生物呼吸と木の根の呼吸の温

度、水分の依存性は等しいと仮定する。 

 

土壌呼吸による二酸化炭素の生産量の予測 

既存の予測モデル（Simunek, 1993[4]; Fang and Moncrieff,1999[5]; Jassal et al., 2004[6]）で

は、土壌呼吸による二酸化炭素の生産量は土壌内微生物呼吸による生産量と木の根の呼

吸による生産量の総合であり、最適な条件下微生物と木の根の呼吸による生産量と温度、

水分と酸素濃度の影響依存関数をかけるから計算する。本研究では温度と含水率のみの

影響を考慮し、微生物呼吸と木の根の呼吸の温度依存関数および含水率の依存関数は同

じになることを仮定する。式(4-18)に示すような方程式で土壌呼吸速度による二酸化炭素

の生産量を計算する。 

    R𝐶𝑂2(𝑧) = (R𝑚,𝑜(𝑧) + R𝑟,𝑜(𝑧)) 𝑓(𝑇)𝑔(𝜑)             式(4-18) 

ここで、R𝐶𝑂2(𝑧) :土壌深度 z における土壌呼吸による二酸化炭素の生産量

[kg(CO2)/m3(soil)s]、R𝑚,𝑜(𝑧):最適な条件下（20℃）土壌深度ｚにおける微生物の呼吸速度

[kg(CO2)/m3(soil)s]、R𝑟,𝑜(𝑧):最適な条件下（20℃）土壌深度ｚにおける木の根の呼吸速度

[kg(CO2)/m3(soil)s]、𝑓(𝑇):土壌呼吸の温度依存関数、𝑔(𝜑):土壌呼吸の含水率依存関数。 
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既存のモデルでは、微生物呼吸による二酸化炭素の生産量は有機物の量と有機物の分

解速度から計算する。更に、有機物は分解し易いものと分解しにくいものの二種類に分け

て、それぞれの分解速度をかけて計算している。しかしながら、地盤深度ごとに有機物の

量の測定は困難であり、本研究ではより簡単な計算方法を提案する。式(4-19)に示すよう

に、深度 z における微生物呼吸速度は地表面有機質層における微生物の呼吸速度と深度

関数の積で計算する。その深度関数では異なる深度の土における微生物の呼吸による二

酸化炭素生産量から同定ができる。有機物と微生物の含有量は土層によって違い、多くの

研究は半分以上の微生物呼吸は有機質層（Humus layer）に集中し、地表から指数関数で

減少することを示している（Pumpanen et al., 2008[15] ）。本研究で、深度に伴い土壌呼吸

の割合ℎ(𝑧)は式(4-20)に示すように、1 から 0 に指数関数で減少と仮定する。 

R𝑚,𝑜(𝑧) = R𝑚,𝑜ℎ(𝑧)                       式(4-19) 

ℎ(𝑧) = e−Az                         式(4-20) 

ここで、 R𝑚,𝑜 は地表面有機質層（ Humus layer ）における微生物呼吸速度

[kg(CO2)/m3(soil)s]、ℎ(𝑧)は微生物呼吸の深度分布関数、A は定数である。 

図 4-3 に異なる定数 A による深度 z における微生物呼吸の割合ℎ(𝑧)を示し、A が大き

いほど、浅い土壌のℎ(𝑧)が大きく、微生物呼吸はより浅い土壌に集中し、A は 10 の時に、

90％以上の微生物呼吸は 10 ㎝より浅い土層内に集中していることが分かった。 

 

図 4-3 異なる A による深度に伴い微生物呼吸速度割合 h(z) 

 

土壌内の木の根の呼吸による二酸化炭素生産量は Fang and Moncrieff,（1999）[5]を参考

し、式(4-21)に示すように、細根と粗根の質量かけるそれぞれの呼吸係数で計算する。 

R𝑟,𝑜(𝑧) = 𝑀𝑟,𝑓(𝑧)𝑘𝑟,𝑓 +𝑀𝑟,𝑐(𝑧)𝑘𝑟,𝑐                式(4-21) 

ここで、𝑀𝑟,𝑓(𝑧)は土壌深度ｚにおける細根の密度[㎏/m3]、𝑀𝑟,𝑐(𝑧)は土壌深度ｚにおけ

る粗根の密度[kg/m3]、𝑘𝑟,𝑓と𝑘𝑟,𝑐それぞれは細根と粗根の呼吸係数[1/s]。 
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土壌呼吸による酸素濃度の消費量の予測 

本研究では、土壌呼吸による酸素の消費量は式(4-21)に示すように、二酸化炭素の生産

量と呼吸商から算出する。 

𝑅(𝑂2) = −𝑅𝑄
𝑀𝑜2

𝑀𝑐𝑜2
𝑅(𝐶𝑂2)                   式(4-21) 

ここでは、𝑅𝑄は呼吸商[mol/mol]、𝑀𝑜2は酸素のモル質量 32[g/mol]、𝑀𝑐𝑜2は二酸化炭素

のモル質量 44[g/mol]である。 

 

③ 木の根の吸水による酸素、二酸化炭素の変化量 

土壌呼吸以外、木の根吸水に伴って液相ガスの移動も存在する。その量は木の根の吸水

量から算出し、式(4-22)に示す通りである。 

𝑈 =
𝐶𝐿

𝜌𝑤
𝑆𝑅𝑊𝑈                       式(4-22) 

ここで、𝑈は木の根吸水によるガスの減少量[kg/m3(soil)s]、𝑆𝑅𝑊𝑈は木の根の吸水量

[kg/m3 s]である。 

4.3. モデルのパラメータの同定 

4.3.1. 木の根の呼吸に関するパラメータの同定 

木の根の呼吸に関する物性値は文献値を元に与える。木の根の質量密度分布は第三章

の解析と一致する。細根と粗根それぞれの割合は 0.3 と 0.7 であり(Jassal et al., 2004[6])、

細根と粗根それぞれの呼吸係数は 1×10-7[1/s]と 1×10-8[1/s]である（Fang and Moncrieff , 

1999[5]）。 

4.3.2. 微生物の呼吸に関するパラメータの同定 

① 微生物呼吸に関する実験結果 

微生物呼吸に関する物性値は模擬古墳における土の微生物呼吸実験から同定する。実

験は異なる条件下に模擬古墳における土試料の微生物呼吸による二酸化炭素の生産速度

と酸素消費速度を測定することである。実験の詳細情報と結果の分析は付録 4 で示す。 

表 4-1 に模擬古墳地表土は 0℃、20℃、40℃の条件下で二酸化炭素の生産速度と酸素の

消費速度の測定結果を表している。表 4-2 に 22℃の条件下に模擬古墳における地表土と

深度 0.3 m における土の二酸化炭素の生産速度の測定結果を表している。表 4-3 に異な

る含水率条件下に地表土の二酸化炭素の生産速度の測定結果を表している。 

表 4-1 異なる温度条件下地表土における微生物呼吸強度の測定結果 

Temperature 0℃ 20℃ 40℃ 

O2 消費速度 [kg(O2)/m3s] 1.46e-7 1.15e-6 4.69e-6 

CO2生産速度 [kg (CO2)/m3s] 1.82e-7 1.73e-6 8.8e-6 
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表 4-2 異なる深度の土における微生物呼吸による二酸化炭素生産速度の測定結果(22℃) 

 CO2生産速度 [kg (CO2)/m3s] 

地表土 2.3e-6 

深度 30 ㎝土 5.57e-7 

 

表 4-3 異なる含水率下に地表土における微生物呼吸による CO2生産速度の測定結果(22℃) 

  

含水率 

[m3/m3] 

飽和度 

[-] 

CO2 生産速度 

 [kg (CO2)/m3s] 

No. 1 0.262 0.655 5.38E-06 

No. 2 0.187 0.468 3.43E-06 

No. 3 0.132 0.330 3.10E-06 

No. 4 0.135 0.337 3.07E-06 

No. 5 0.172 0.429 4.48E-06 

No. 6 0.313 0.783 4.75E-06 

No. 7 0.249 0.624 4.12E-06 

No. 8 0.364 0.909 3.90E-06 

 

② 有機質層における微生物呼吸速度𝐑𝒎,𝒐と深度依存関数𝒉(𝒛)の同定 

表 4-1 と表 4-2 から、20℃の温度条件下地表土における微生物呼吸による二酸化炭素

の生産速度は 1.73e-6 と 2.3e-6 [kg (CO2)/m3s]であることが分かった。表 4-2 に示す地表土

二酸化炭素の生産速度は表 4-1 の結果より少し大きい。これは前者の実験温度 2℃より高

いことが影響を与えている可能性があると考えられる。解析では、R𝑚,𝑜 =2.0e-6 [kg 

(CO2)/m3s]の値を使う。 

表 4-2に示すように測定した地表土と深度 30㎝における土の二酸化炭素の生産速度か

ら微生物呼吸の深度依存関数 h(z)の同定ができる。同定した結果は図 4-4 に示している。

A の値は 4.72 が得られた。 

 

図 4-4 異なる深度土試料の土壌呼吸強度の実験結果から同定した h(z) 
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4.3.3. 温度、水分依存関数に関するパラメータの同定 

① 温度依存関数𝒇(𝑻)の同定 

土壌呼吸の温度の依存性は Q10 で表現することが一般的である（Fang and Moncrieff, 

2001[12]）。Q10というのは温度が 10℃上昇したときの土壌呼吸速度の変化率のことであ

る。本研究では微生物呼吸活動の温度依存関数𝑓(𝑇)は式(4-25)に示している。 

𝑓(𝑇) = 𝑄10
(
𝑇−20

10
)
             式(4-25) 

図 4-5 に異なる Q10における𝑓(𝑇)変化を示している。Q10が大きいほど、𝑓(𝑇)の変化が

大きいことが分かった。異なる場所で観察した Q10 の値は異なる。図 4-6 に文献で報告

されている現場土壌呼吸の Q10 値の頻度分布を示し (Wei et al., 2010[13])、一番多い Q10 

の値は 2～3 の間になり、平均は 2.67 であることが分かった。また、同じの場合でおも

Q10の値は温度区間によって変化することもある研究から示唆された（Fang and Moncrieff, 

2001[12]）。 

表 4-1 に示すように、測定した三つの温度条件下における地表土の二酸化炭素の生産

速度から温度依存関数 f(T)の同定ができる。図 4-7 に同定した f(T)を示し、Q10は 2.77 で

ある。より深い土壌の温度依存関数は同定できないが、解析では Q10は 1.2 で使う。 

 

図 4-5 異なる Q10における土壌呼吸の温度依存関数 f(T) 

 

 

図 4-6 文献で報告された現場土壌呼吸の Q10 値の頻度分布(Wei et al., 2010[13]) 
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図 4-7 実験結果から同定した温度依存関数 f(T) 

 

② 水分依存関数𝒈(𝝋)の同定 

一般的に、含水率が低すぎたり、高すぎる場合に、土壌呼吸が抑制されることを分かっ

ている。ここでは、Jassal et al., (2004)[6]が提案した土壌呼吸の含水率依存関数𝑔(𝜑)を元

に、それを実験結果から補正することで関数を得る。図 4-8 に示すように、𝑔(𝜑)は土壌

の飽和度によって０から１の間で変動し、飽和度は 0～0.3 の間に、𝑔(𝜑)は線形増加し、

飽和度は 0.3～0.8 の間に、𝑔(𝜑)は最大値 1 を維持し、飽和度は 0.8 以上なると、𝑔(𝜑)は

線形減少する。 

表 4-4 に示すように、異なる飽和度における地表土の二酸化炭素の生産速度の測定結

果から、土壌呼吸の水分依存関数𝑔(φ)の同定ができる。同定した関数を式(4-26)に示す。

図 4-8 に実験値から同定した関数と Jassal et al., (2004) [6]が提案した関数の比較を示し、

低い飽和度の条件下に模擬古墳の地表土の土壌呼吸はより小さいことが分かった。 

𝑔(𝜑) = {

2(
𝜑

𝛷
)

1

−
5

3
(
𝜑

𝛷
) +

13

6

(0 ≤ (
𝜑

𝛷
) ≤ 0.5)

(0.5 ≤ (
𝜑

𝛷
) ≤ 0.7)

(0.7 ≤ (
𝜑

𝛷
) ≤ 1)

               式(4-26) 

 

図 4-8 実験結果から同定した水分依存関数 g(φ) 
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4.3.4. 呼吸商の同定 

微生物呼吸の呼吸商 RQ は式(4-27)に示すように、二酸化炭素の生産速度と酸素の消費

速度から計算する。 

𝑅𝑄 =
𝑅𝐶𝑂2
𝑅𝑂2

𝑀𝑂2

𝑀𝐶𝑂2

              式(4-27) 

ここでは、𝑅𝑄は呼吸商[mol/mol]、𝑅𝐶𝑂2は二酸化炭素の生産量[kg(CO2)/m3s]、𝑅𝑂2は酸素

の生産量[kg(O2)/m3s]、𝑀𝑂2は酸素のモル質量 32[g/mol]、𝑀𝐶𝑂2は二酸化炭素のモル質量

44[g/mol]である。 

三つの温度条件下に地表土の二酸化炭素の生産速度と酸素の消費速度の計測結果（表 

4-1）から微生物の呼吸商 RQ の計算することができる。その結果は表 4-4 にを示し、異

なる実験温度で得られた RQ の値は違い、20℃の温度条件下に RQ は 1.09 であることが

分かった。解析では RQ=1.09 の値を使う。 

表 4-4 実験結果から計算した地表土の呼吸商 RQ 

 0℃ 20℃ 40℃ 

地表土 0.91 1.09 1.36 

4.4. モデルの再現性の確認 

4.4.1. 解析概要と条件 

解析は図 4-9 に示すように、第 3 章の熱水分移動の解析と同じであり、模擬古墳南北

断面、二次元のモデルを考えている。前室の壁は透気できないので、前室ではガス濃度を

計算しない。また、石室内部の生産量と消費量は考慮していない。 

解析は前進型有限差分法を用い、解析期間は 2014 年 11 月 1 日から 2015 年 11 月 1 日

までの一年間とし、解析用外気気象条件は林内で測定値を用いる。同じ 1 年が繰り返さ

れるものとし、周期的定常に達したとみなせる 3年目の結果について以下で考察を行う。 

 

図 4-9 模擬古墳石室内酸素、二酸化炭素濃度解析モデルの概要 
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① 基礎方程式 

 解析に用いる熱水分、酸素、二酸化炭素濃度の収支式を式(4-28)から(4-33)に示す。式

(4-28)、式(4-29)は、第 3 章の式(3-1)、式(3-2)、式(4-30)、(4-31)は第３章の式(3-9)、式(3-

10)を再掲したものであり、式(4-32)、式(4-32)は式(4-7)と式(4-1)の再掲したものである。

後者のガスの生産と消費量の詳細は節 4.2 で述べた通りである。 

地盤の熱、水分収支式： 

    𝑐𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇ ∙ [(𝜆 + 𝛾𝜆′𝑇𝑔)∇𝑇 + 𝛾𝜆′𝜇𝑔(∇𝜇 − 𝑛𝑔)]     式(4-28) 

         𝜌𝑤
𝜕𝜑

𝜕𝜇

𝜕𝜇

𝜕𝑡
= ∇ ∙ [𝜆′𝜇(𝛻𝜇 − 𝑛𝑔) + 𝜆′𝑇∇𝑇] − 𝑅𝑊𝑈          式(4-29) 

石室空間内の熱、水分収支式： 

𝑐γ𝑉
𝜕𝑇𝑟

𝜕𝑡
= ∑𝑆𝑖 𝛼𝑖(𝑇𝑤,𝑖 − 𝑇𝑟)           式(4-30) 

𝑐′γ′𝑉
𝜕𝑃𝑣𝑟

𝜕𝑡
= ∑𝑆𝑖 𝛼’𝑖(𝑃𝑉𝑠 − 𝑃𝑉𝑟)         式(4-31) 

地盤の酸素、二酸化炭素濃度収支式： 

   
𝜕𝐶𝑔

𝜕𝑡
= −∇ ∙ (𝐹𝑑𝑔 + 𝐹𝑑𝑙 + 𝐹𝑎𝑙) + 𝑅 − 𝑈        式(4-32) 

石室空間内の酸素、二酸化炭素濃度収支式： 

𝑉
𝜕𝐶𝑔,r

𝜕𝑡
= ∑ 𝑆𝑖

𝑛
𝑖=0 ℎ𝑖

′(𝐶𝑔,𝑖 − 𝐶𝑔,𝑟) + 𝑅𝑟 + 𝑅𝑚         式(4-33)  

② 境界条件と初期条件 

表 4-5 に解析の境界条件を表している。地表面の熱水分解析は第 3 章で説明したよう

に、枯葉層の熱抵抗と湿気抵抗を考慮する第三種境界条件になり、底面では第一種境界条

件であり、温度は 15℃、水分化学ポテンシャルは-5J/kg で固定する。酸素、二酸化炭素濃

度解析では、地表面では第一種境界条件として、酸素、二酸化炭素濃度は大気中と同じで

ある。すなわち、酸素濃度は 21%、二酸化炭素濃度は 0.035%である。底面（深度 15ｍ）

では第二種境界条件として、ガス濃度の勾配はゼロになる。 

表 4-5 解析の境界条件 

地表面境界 

熱水分 
熱水分の移動は第三種境界条件式 

枯葉の影響は熱抵抗と湿気抵抗で考慮している 

ガス濃度 Cg(O2)=21% 、Cg(CO2)=0.035% 

 底面境界 

熱水分 温度 T＝15℃、水分ポテンシャル𝜇＝-5J/kg 

ガス濃度 
𝜕C(O2)

𝜕𝑧
= 0；

𝜕C(CO2)

𝜕𝑧
= 0 
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表 4-6 解析の初期条件 

地盤温度 T＝15℃ 

地盤水分化学ポテンシャル 𝜇＝-5J/kg 

地盤ガス濃度 C(O2) = 15%；C(CO2) = 6% 

石室温湿度 T＝15℃、RH＝50% 

石室ガス濃度 C(O2) = 15%；C(CO2) = 6% 

 

③ 計算用モデルに関するパラメータの値 

表 4-7 に解析用土壌の空隙率 Φ、土壌の気体拡散減衰率𝑓𝑔、土壌水分特性に関するパラ

メータ、及び土壌呼吸に関するパラメータを示している。 

表 4-7 計算用モデルパラメータの値 

 パラメータ 値 参考ソース 

土壌物性 

土壌の空隙率 Φ[m3/m3] 
Depth<0.1, Φ=0.5 

Depth>0.1, Φ=0.45 
仮定 

土壌気体拡散減衰率𝑓𝑔 𝜃𝑔
7
3

𝛷2
 Simunek & Suarez (1971) 

飽和透水係数 Ks Ks=5.35×10-5 実験結果 

水分特性曲線パラメータ 

𝜃𝑠, 𝜃𝑟, 𝛼, n 

𝜃𝑠 = 0.43 

 𝜃𝑟 = 0.05 

𝛼 = 0.045 

n=1.55 

 

地盤内微生物呼

吸に関するパラ

メータ 

20℃地表面における土壌微生物呼

吸速度, 𝑅𝑚,𝑜 [kg (CO2)/m3s] 
2×10-6 微生物呼吸実験 

土壌微生物呼吸の深度依存関数に

関する定数 A 
4.72 微生物呼吸実験 

温度依存関数, Q10 
2.77 (Depth≤0.1) 

1.2 (Depth>0.1) 
微生物呼吸実験 

地盤内木の根呼

吸に関するパラ

メータ 

木の根の分布関数定数β 0.95 仮定 

木の根の質量 Mr [kg] 5 仮定 

細根の割合 0.3 Jassal et al. (2004) 

細根の呼吸係数𝑘𝑟,𝑓 1×10-7 Fang and Moncrieff (1999) 

粗根の割合 0.7 Jassal et al. (2004) 
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粗根の呼吸係数𝑘𝑟,𝑐 1×10-8 Fang and Moncrieff (1999) 

石室内ガスの生

産量（消費量）

に関するパラメ

ータ 

石室内微生物の質量 Mm[kg] 0 - 

微生物の呼吸係数 Km[1/s] 1×10-8 Fang and Moncrieff (1999) 

石室内木の根の質量 Mr[㎏] 0 - 

木の根の呼吸係数 kr[1/s] 1×10-7 Fang and Moncrieff (1999) 

 

4.4.2. 解析結果とモデルの再現性の確認 

① 石室気中酸素（O2）濃度 

図 4-10 に石室空気中の O2濃度の解析結果を示す。O2濃度の年間変動は概ね再現でき

るが、短期間の変動幅は実測値より小さく、特に 9 月頃に解析値と実測値は約 1.5％の差

が存在することが分かった。これは現在の解析条件では石室内部の酸素消費を十分考慮

できていない点が一つの理由として考えられる。図 4-11 に解析した石室気中の酸素濃度

の年平均値と年変動の幅を示し、年平均値は実測値より約 1%大きく、年変動の幅は約 3%

小さいことが確認された。図 4-12 に、解析値の O2濃度の相対誤差を示す。図より、相対

誤差は 10%以下であり、その年平均値は 3.46%であることが分かる。 

 

図 4-10 石室空気中の O2濃度の解析結果 
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図 4-11 解析した石室気中の O2濃度の年平均値と年変動の幅 

 

 

図 4-12 石室気中酸素濃度の解析結果の相対誤差 

 

② 石室気中二酸化炭素（CO2）濃度 

図 4-13 に石室内 CO2濃度の解析結果を示す。図より CO2濃度の解析値は、4~7%の間

で年変動しており、年平均値は 5.1%である。また、O2濃度とは逆の相関を持ち、夏期は

高く冬期は低いという年変動が十分再現できていることが分かる。ただし、実測値と比べ

て解析値は、冬期に CO2濃度の変動はより小さい。また、2016 年の測定値（図 2-16、年

間で 3~9%の間で変動し、年平均は約 6%である。）との比較になるが、夏期の CO2濃度の

解析値は実測値より低く、年間の変動幅は小さい。 
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図 4-13 石室空気中の二酸化炭素濃度の解析結果 

 

③ 周辺地盤の O2濃度 

図 4-14 に地盤内異なる深度における O2 濃度の解析結果を示し、点線は実測結果、実

線は解析結果である。実測値と比べると、地盤内 O2濃度の解析結果は、どの深さにおい

ても年間変動を概ね再現できている。また、深度 0.4 m における O2濃度の解析値は、冬

に若干高く、夏は低く、短い周期の変動が実測値より大きいことが分かる。地盤深度 1.0 

m と 1.3 m における O2濃度の解析値は、0.4 m と同様の一致が確認できる。図 4-15 に地

盤内 O2濃度の年平均値と年間変動の幅について解析値と実測値の比較を示す。図より深

度 0.4 m における O2濃度の解析した年変動幅のずれはやや大きくなるが、それ以外の場

所の解析値は実測値とよく一致していることが分かる。 

図 4-16に地盤内のO2濃度の解析値の実測値との相対誤差を示す。11月～4月までに、

相対誤差は 10％以内で、5 月から解析結果の相対誤差は 10％以上になり、0.4 m における

O2 濃度の解析結果の相対誤差は夏に 20％を超えることが分かった。図 4-17 には相対誤

差の年平均値を示し、三つの場所の相対誤差の年平均値は 10％以下であることが分かっ

た。 

 
a. 深度 0.4 m における O2濃度の解析結果 
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b. 深度 1.0 m における O2濃度の解析結果 

 
c. 深度 1.3m における O2濃度の解析結果 

図 4-14 地盤内異なる深度における O2濃度の解析結果(2014/11~2015/11) 

 

 

図 4-15 地盤内異なる深度における O2濃度の年平均値と変動の幅の解析結果 
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図 4-16 地盤内解析した時間当たりの O2濃度と実測値の相対誤差 

 

 

図 4-17 地盤内 O2濃度の解析結果相対誤差の年平均値 

 

4.5. モデルの再現性に与える影響因子の検討 

4.5.1. 石室空間内部木の根の呼吸の影響 

図 4-18 に示すように、2016 と 2017 年と比べると、2018 年に模擬古墳石室内部空間内

に侵入した細根が見られた。この節で石室空間内侵入する根の呼吸が石室内部酸素、二酸

化炭素濃度にどのような影響が生じるかを検討する。解析条件は石室内部は 0.1 kg の木

の根が存在するものとした。 

図 4-19 に石室内は 0.1 kg の根が存在する場合に、石室内酸素濃度の解析結果を、図 

4-20 に石室内酸素濃度の年平均値と年間変動の幅を示す。石室内部に根がない場合の結

果と比べると、0.1 kg の根が存在する場合に石室内酸素濃度の年平均値は約 0.3％を低下

し、年間変動の幅は約 0.2%の小さくなる。0.1 kg の根が存在することは石室内酸素濃度

に与える影響は小さいことが分かる。 
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2016 年 06 月 01 日 2017 年 05 月 09 日 2018 年 10 月 12 日 

図 4-18 異なる年に石室内部木の根の状態の写真 

 

 

図 4-19 石室内 0.1 kg の根が存在する場合の石室内酸素濃度の解析結果 

 

 

図 4-20 石室内 0.1 kg の根が存在する場合に石室内酸素濃度の年平均と年間変動の幅 
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4.5.2. 地盤内木の根による吸水の影響 

ここでは、木の根の吸水によって含水率の変化量が、地盤内 O2、CO2 濃度に及ぼす影

響について検討を行う。 

図 4-21 に、木の根の吸水を考慮する場合としない場合に地盤深度 1.0 m における含水

率の解析値を示す。木の根の吸水を考慮しない場合の含水率は、考慮する場合より少し高

く、最大でも約 0.01 m3/m3の差があることが分かる。図 4-22 に木の根の吸水を考慮する

場合としない場合の地盤深度 1.0 m における O2濃度の解析値を示す。木の根の吸水を考

慮しない場合の O2 濃度が、考慮する場合より最大で約 1%低くなることが確認できる。

年平均値から見れば、木の根の吸水は考慮しない場合に、含水率の年平均値は約

0.003m3/m3（年平均含水率の 1.54%）上昇し、O2 濃度の年平均値は約 0.68％（年平均 O2

濃度の 4.31%）低下することが分かった。 

 

図 4-21 木の根の吸水を考慮するとしない場合に地盤深度 1 m における含水率の解析値 

 

 

図 4-22 木の根の吸水を考慮するとしない場合に地盤深度 1 m における O2濃度の解析値 

 

4.5.3. 土壌空隙率の影響 

図 4-23 に土壌の空隙率が、10%低くなる場合と 10%高くなる場合に、地盤深度 1m に

おける O2濃度の解析結果を示す。また、図 4-24 に、その年平均値と年変動の幅を示す。

土壌の空隙率が大きい場合（+10%）、地盤 O2濃度の年平均値は高く、年変動の幅は小さ
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くなることが分かった。土壌空隙率が+10%の場合、O2濃度の年平均値は 2.5％高くなり、

年変動が約 2.5％～3％と小さくなった。 

土壌の空隙率の変動（地盤気相率の変動）はガス気相拡散係数の影響を通じて O2の拡

散のフラックスに影響を及ぼす。図 4-25 に示すように、等しい含水率における土壌の空

隙率 Φ が大きいほどガス気相拡散係数の減衰因子𝒇𝒈の値が大きい。含水率が 0.2m3/m3の

場合に、土壌の空隙率 Φ が＋10%の場合、𝑓𝑔の値は約 22.4%増加する。また、土壌の単

位体積当たりのガス含有量が大きくなる。従って、土壌に入る O2の気相拡散フラックス

が大きくなり上記の結果となったと考えられる。 

 

図 4-23 異なる土壌空隙率で地盤深度 1 m における O2濃度の解析結果 

 

 

図 4-24 異なる土壌空隙率で地盤深度 1.0 m における O2濃度の年平均値と年変動の幅 
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図 4-25 気相拡散係数の減衰因子 fg と空隙率 Φ との関係 

 

4.5.4. 微生物呼吸に関するパラメータの感度解析 

この節では微生物呼吸による消費に関するパラメータとして、20℃の条件下に地表面

における微生物の呼吸強度𝑅𝑜、微生物呼吸の深度依存関数 f(z)の A 値及び温度の依存関

数の Q10値について感度解析を行う。 

感度分析では OAT 法（One variable at a time approch）を用い、表 4-8 に示すように、モ

デルを実行する度に、一つのパラメーターの値のみが 10％増加または減少し、O2濃度の

年平均値と年間変動の幅の解析結果に対するこの変更の影響が計算される。相対感度

（relative sensitivity, RS）を指標としてパラメータの感度を評価する。RS の計算は式 4-27

のとおり。基準 Case のパラメータは表 4-7 に示している。 

RS =
[𝑦(𝑥+∆𝑥)−𝑦(𝑥)]/𝑦(𝑥)

∆𝑥/𝑥
              式(4-27) 

ここで、x はモデルパラメータ値、Δx はパラメーターの変化量、𝑦(𝑥)と𝑦(𝑥 + ∆𝑥)そ

れぞれはパラメータ変更前後の O2濃度の年平均値と年間変動の幅を表す。RS 値が大き

いほど、このパラメーターの感度は高い。 

感度解析では一次元の熱、水分、酸素、二酸化炭素の移動を考慮した地盤モデルを用い

る。解析の領域は 15 m の地盤であり、地表面は外気の酸素、二酸化炭素濃度と等しいと

いう境界条件を設置し、地盤底部は酸素、二酸化炭素濃度の勾配は０という条件を設置す

る。解析期間は 2014 年 11 月から 2015 年 11 月まで一年間であり、解析は前進型有限差

分法で行う。 

図 4-26 には地盤深度 1.0 m における O2 濃度の年平均値と年間変動に対して、四つの

パラメータの相対感度（⁺10%と-10%二つの平均値）を表している。土壌の空隙率の感度

は一番大きいことが確認された。微生物呼吸に関するパラメータの中に、深度依存関数 A

値、20℃条件下に地表面における微生物の呼吸強度𝑅𝑜と温度依存関数 Q10 の感度は順に

減少することが分かった。 
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表 4-8 感度解析に用いるパラメータと数値 

 

 

図 4-26 パラメータの相対感度の比較 

 

4.6. 石室内酸素、二酸化炭素濃度の形成メカニズムの考察 

この節では 4.4 節の解析結果を用い、石室内の酸素、二酸化炭素の形成のメカニズムを

検討する。 

4.6.1. 石室気中酸素、二酸化炭素濃度の形成メカニズム 

図 4-27 に床面中央における酸素濃度と地盤深度 1.3 m における酸素濃度の解析結果を

示す。図より石室床面における酸素濃度は地盤深度 1.3 m における酸素濃度より変動が小

さくいことが分かる。これは図 4-28 に示すように、石室内床面の方に含水率の変化は地

盤深度 1.3 m の含水率より変動が小さいため、酸素濃度の変化が小さくなっていると考え

られる。 

図 4-29 に石室天井面内側表面中央と地盤深度 1.0 m における酸素濃度の解析結果を示

す。図より天井面内側表面における酸素濃度の変動は地盤深度 1.0 m における酸素濃度よ

り小さいことが分かる。図 4-30 に解析した 7 月 1 日 0 時に石室と周りの酸素濃度を示

す。図より石室石板の内側と外側は約 1%の濃度差が生じ、右側の奥壁に上下の酸素濃度

差が生じるが、床面には土のままで、酸素濃度差がほぼないことが分かる。また、図 4-31

パラメータ 基準値 -10% +10% 

20℃の条件下に地表土における微

生物の呼吸強度𝑅𝑜 
2.0×10-6 1.8×10-6 2.2×10-6 

微生物呼吸の深度依存関数 A 値 4.72 4.248 5.192 

温度依存関数 Q10 1.2 1.08 1.32 
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に示すように、石室天井面、床面の内側表面における酸素濃度と石室空気中の酸素濃度は

ほぼ一致することが分かる。従って、石室内天井面の石板が天井面外側の酸素の拡散を抑

制され、天井面内側表面の酸素濃度の変動は主に石室内空気の対流による形成する結果

と考えられる。以上の検討から、石室気中の酸素濃度は主に床面の土からの影響で変動し

ていると考えられる。 

図 4-32 に石室空気中と周辺地盤内 CO2 濃度の解析結果を示している。石室空気中の

CO2 濃度は地盤内の CO2 濃度の変動と同じ傾向であることが分かる。ただし、石室空気

の CO2 濃度の変動は小さい。これは石室床面における含水率の変動が小さいため、床面

における CO2濃度の変動が小さくなっていると考えられる。 

 

図 4-27 床面内側表面中央と地盤深度 1.3m における酸素濃度の解析結果 

 

 

図 4-28 床面表面中央と地盤深度 1.3m における含水率の解析結果 
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図 4-29 天井面内側表面中央と地盤深度 1m における酸素濃度の解析結果 

 

 

図 4-30 石室と周りの酸素濃度の解析結果（7 月 1 日 0 時） 

 

 

図 4-31 石室気中と天井面、床面における酸素濃度の解析結果 
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図 4-32 石室内空気中と周辺地盤内の二酸化炭素濃度の解析結果 

 

4.6.2. 地盤ガス濃度の変化の各メカニズムの相対寄与 

ガス濃度収支式（式 4-1）から、ガス濃度の変化は移動項（気相拡散、液相拡散、液相

移流）と発生項（負の場合は吸収項であり、微生物呼吸、木の根の呼吸、木の根の吸水に

伴い変化）というメカニズムにより生じる。ここでは解析結果から各メカニズムの相対寄

与を検討する。 

① 酸素 

図 4-33 に年間をわたって地盤深度 0.05 m における各項による単位時間当たり単位体

積の O2濃度変化量の絶対値（kg(O2)/m3s）を示す。図より微生物呼吸、気相拡散と木の根

の呼吸の三つの項の寄与による O2濃度変化量は大きいことが分かる。 

図 4-34 に異なる地盤深度によって O2 濃度変化の各メカニズムによる単位時間当たり

単位体積の O2濃度変化量（年平均値）の相対寄与を示す。地盤深度 0.05 m の方では、微

生物呼吸と気相拡散による O2濃度変化量の寄与は圧倒的に大きく、両者ほぼ相当し、年

間は 45％であり、木の根の呼吸による O2 濃度変化量の寄与は年間で 10％であることが

分かった。気相拡散と微生物呼吸が圧倒的に大きく、液相移流、液相拡散と木の根の吸水

に伴い酸素の変化は非常に小さいことも確認された。地盤が深くなるにつれて微生物呼

吸と木の根の呼吸の相対寄与は、小さくなることが分かる。一方、気相拡散の相対寄与は

地盤が深くなるにつれて大きくなることが分かる。また、微生物と木の根の呼吸が小さく

なる深い地盤（＞深度 1.5 m）内の酸素濃度の変化は主に気相拡散により生じていると考

えられる。 
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図 4-33 地盤深度 0.05 m における各メカニズムによる O2濃度変化量 

 

 

図 4-34 地盤深度によって O2濃度変化の各メカニズムの相対寄与の変化（年平均値） 

 

② 二酸化炭素 

図 4-35 に年間をわたって地盤深度 0.05 m における CO2濃度の変化の各メカニズムに

よる変化量の大きい（絶対値）を示し、酸素と同じように、CO2濃度の変化主には微生物

呼吸、気相拡散と木の根の呼吸による生じることが分かった。しかし、大雨の時期に、液

相移流による変化量は気相拡散による変化量と相当する場合も存在することが分かった。

Simunek and Suarez, (1993)[4]が含水率は飽和に近い状態で、液相移流フラックスは気相拡

散フラックスと同程度で二酸化炭素濃度の変化に影響を及ぼすことが示唆されている。

図 4-36 に異なる地盤深度に各メカニズムによる CO2濃度変化量（年平均値）の相対寄与

を示している。O2 と同じように、地盤深度の増加に伴い微生物呼吸と木の根の呼吸によ
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るフラックスの寄与は小さくなり、拡散や移流といった移動フラックスの寄与が大きく

なることが分かる。しかしながら、図 4-34 と図 4-36 の比較から O2と比べると、CO2の

方に深い地盤に液相移流によるフラックスの相対寄与は大きいことが分かる。即ち、O2

に対して、液相移流によるフラックスの影響はあまりないが、CO2 に対して大きい影響

が出る場合が存在すると考えられる。この差異は同じ温度では CO2が O2より液水への溶

解度が大きいことによると考えられる。 

 

図 4-35 地盤深度 0.05m における各メカニズムによる CO2濃度変化量 

 

 

図 4-36 地盤深度によって CO2濃度変化の各メカニズムの相対寄与の変化 
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4.6.3. 降雨（水分）が酸素濃度に与える影響のメカニズム 

第 2 章の計測結果とその前の解析結果から、降雨後に地盤含水率が上昇し、酸素濃度

が低下することが確認された。図 4-37 に地盤深度 1.0 m における O2 濃度の解析値と降

雨量の比較を示し、図 4-38 に酸素と含水率の解析値を示している。計測結果と同じよう

に、降雨後に O2濃度が低下し、O2濃度の変動と含水率の変動は逆の相関がある。第 2 章

で含水率が酸素濃度変動に与える影響は、酸素の気相拡散のフラックスと微生物と木の

根の呼吸という二つの現象に影響を与えている。ここで、両者のどちらが酸素濃度変動に

及ぼす影響が大きいのかについて検討する。 

図 4-39 に 8 月に地盤深度 1.0 m における気相拡散と微生物呼吸による O2の変化量及

び含水率を示している。地表含水率が上がる際に、気相拡散による O2濃度が急に小さく

なっているが、一方で微生物呼吸による O2濃度の変化量はあまり変化していないことが

分かる。即ち、降雨後の地表面含水率の変化が気相拡散を抑制することが、含水率変化に

よる微生物呼吸の変化より、深い地盤の O2濃度の変化に大きな影響を及ぼすことが分か

った。従って、降雨後に地盤内 O2濃度が低下するの要因は、地盤地表面の含水率の増加

が大気からの O2の気相拡散を下げ、その場所での微生物呼吸により O2の消費により O2

濃度が低下すると考えられる。 

図 4-40 に気相拡散と土壌呼吸による CO2 濃度の変化量及び含水率を示す。O2 と同じ

ように、含水率が上がると気相拡散による CO2 濃度の変化量が大きく減少することが分

かった。降雨後に地盤内 CO2濃度が増加するの要因は、地盤地表面の含水率の増加が地

盤から大気に CO2の気相拡散を下げ、その場所での微生物呼吸により CO2の生成により

CO2濃度が増加すると考えられる。 

 

図 4-37 地盤深度 1.0 m における O2濃度の解析値と降雨量 
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図 4-38 地盤深度 1.0 m における O2、CO2濃度の解析値と含水率 

 

 

図 4-39 地盤深度 1.0 m における気相拡散と土壌呼吸による O2濃度の変化量と含水率 

 

 

図 4-40 地盤深度 1.0 m における気相拡散と土壌呼吸による CO2濃度の変化量と含水率 



  

98 

 

4.7. まとめ 

第 4 章では、土壌呼吸の基礎理論を基づいた石室内酸素、二酸化炭素濃度の予測モデ

ルを構築し、模擬古墳における土の土壌呼吸に関する実験からモデルのパラメータを同

定した。その上で、第 3 章で作成した石室内温湿度の予測モデルと連成させ、石室内酸

素、二酸化炭素濃度を再現し、第 2 章で把握した石室内酸素濃度の年間変化からその再

現性を確認した。その上で、石室内酸素、二酸化炭素濃度の形成メカニズムを検討した。

その結果、以下のことが分かった。 

構築した予測モデルは石室内酸素、二酸化炭素濃度の年間変化は概ね再現できる。しか

し、夏期の石室内酸素濃度の低下量と二酸化炭素濃度の増加量は実測結果よりやや小さ

いことが確認された。 

地盤内酸素、二酸化炭素濃度は地盤の含水率（気相率）に対する感度が高いことが確認

された。木の根の吸水を考慮するとしない場合に地盤内含水率年平均値は約 0.003m3/m3

の差が生じ、それに対して、酸素濃度に約 0.68%の差を生じることが認められた。地盤土

壌の空隙率の影響の検討から、空隙率が 10％変動すると、地盤深度 1.0 m における酸素

濃度の年平均値は 2.5％、年変動の幅は 2.5%以上変化することが確認された。 

提案した微生物呼吸による二酸化炭素の生産量の予測モデルに関するパラメータの感

度分析から深度依存関数が、最も大きな感度を持つことが確認された。 

石室空気中酸素濃度は主に床面土における酸素濃度の影響を受けて形成されている。

石室天井面と奥壁の石板は酸素の移動が小さいためと考えられる。 

地盤内酸素と二酸化炭素濃度の変動は、大気と地盤の間の気相拡散と、特に地表面近傍

で大きい微生物呼吸の影響を大きく受ける。 

二酸化炭素が水に溶解度が酸素より大きいから、液相移流が二酸化炭素濃度に与える

影響は酸素に与える影響より大きい。 

降雨後に地盤内酸素濃度が低下し、二酸化炭素濃度が増加する要因は、地表面の含水率

の増加が大気からの酸素の気相拡散を下げ、地盤から大気に二酸化炭素の気相拡散を下

げることと、その場所での微生物呼吸により酸素の消費と二酸化炭素の生成により酸素

濃度が低下し、二酸化炭素濃度が増加すると考えられる。 
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第5章 埋蔵環境における鉄製品の現地保存に関する検討 

5.1. はじめに 

 石室内の遺物現地保存に対して、その適した環境の方針と環境制御の保存対策を提案

するために、遺物の劣化と石室内の環境との関係の解明が必要である。本章では、石室内

鉄製品遺物の現地保存を事例として、鉄製品の腐食速度と石室内の環境との関係を明ら

かにすることを目的とする。なお現時点で、石室内空気中に設置する鉄の腐食についての

み着目し、石室床面の土に埋設された金属試料の腐食は考えない。 

まず、既存の理論を基づいて鉄表面の腐食の原理をその影響因子を把握する。次に、模

擬古墳石室内で行い鉄製品の腐食速度の計測実験から石室内鉄製品の年間腐食速度とそ

の年間変動を把握する。最後に、模擬古墳石室内の環境の年変動を考慮した鉄表面の腐食

速度の予測行い、石室内の環境因子との関係を検討する。 

5.2. 石室内鉄製品の腐食原理 

5.2.1. 石室内鉄製品の腐食原理 

金属の腐食は電気化学反応及び腐食に関する化学種の物質移動にともなって生じる現

象である（Revie et al.. 2008[1]）。古墳の石室内に鉄製遺物と青銅製遺物を埋蔵されてい

る場合が多く、石室内で埋蔵されている金属製品は石室の空気と接触するため、大気環

境下における金属製品の腐食メカニズムと似ていると考えられる（Yoshikawa, 2008 

[2]）。以下では大気環境下における鉄製品の基本の腐食原理に関する既往研究を挙げ

て、ここで用いる理論について説明する。 

大気環境下における鉄製金属は主な金属表面液膜に存在する溶存酸素（DO：Dissolved 

Oxygen）との酸化還元反応によって、酸化された結果であり、すなわち，溶出した水和第

一鉄イオン Fe2+aqは，加水分解，溶存酸素による酸化と環境中に共存する各種腐食性化学

種の影響を受けながら，反応中間体水酸化物である Fe(OH)2，オキシ水酸化鉄，酸化鉄な

どからなるコロイドおよび沈殿物を生成する（長野ら、1995 [3]）。 

Hoerle et al. (2004)[4] はさびが存在する鉄製品表面液膜の乾湿リサイクルによって腐食

は Wetting stage、Wet Stage と Dry Stage 三つの段階を分け、段階ごとの腐食速度を律速す

る反応と腐食速度が違うことを述べた。 

a. Wetting Stage（濡れていく段階） 

この段階では鉄の表面が濡れていく段階。液膜厚みが 0 から最大厚み do に増加し、

カソード反応、γ-FeOOH の還元電流が律速する。 

アノード反応： 

𝐹𝑒 − 2𝑒− → 𝐹𝑒2+ 

カソード反応: 

ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝑒− + 𝐻+ → ɤ − 𝐹𝑒 · 𝑂𝐻 · 𝑂𝐻 

Or: 3ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝑒− + 𝐻+ → 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝐻2𝑂 
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b. Wet Stage（濡れが維持されている段階） 

この段階は溶解酸素の還元のカソード反応が律速する。前期には液膜厚みが最大厚み

do に安定し、還元反応の電流が安定になる。濡れの終了（Ending of wet stage）時期に液

膜厚みが減少、酸素の拡散経路（diffusion path）が短くために、還元反応の電流が増加す

る。 

アノード反応： 

𝐹𝑒 − 2𝑒− → 𝐹𝑒2+ 

カソード反応: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− 

c. Dry Stage （乾燥段階） 

乾燥の始まり時に、液膜厚みが続いて減少し、閾値より小さい時に、還元反応の電流が

急に下がる。原因としては液膜の厚みが減少と共に、アノードとカソードサイトの面積が

減少する。液膜の厚みが減少と共に、鉄イオンの濃度が増加し、飽和濃度になって、沈殿

し、電極表面が沈殿に覆われ、アノードサイトが詰まる。鉄を酸化するアノード反応が抑

制される。 

アノード反応： 

𝐹𝑒 − 2𝑒− → 𝐹𝑒2+ 

𝐹𝑒2+ +
1

2
𝑂2 +𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

カソード反応: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− 

 

乾燥の終了に、腐食層が再酸化され、腐食層構成と成分が修正される。 

アノード反応： 

ɤ − 𝐹𝑒 · 𝑂𝐻 · 𝑂𝐻 → ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝑒− +𝐻+ 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 → 𝛼 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 

カソード反応: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− 

 

図 5-1 金属表面液膜の形成による腐食 

（Hoerle et al., 2004[4]より作成） 
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図 5-2 一つの乾湿サイクルの中に金属表面の液膜厚みと腐食速度の関係 

a. 赤い実線は酸素の消費速率の変化、黒い点線は還元電流の変化 b. 液膜の厚みの変化 

（Hoerle et al., 2004[4]より作成） 

 

5.2.2. 石室内鉄製品の腐食速度に関する影響因子 

液膜の濡れと乾燥のサイクルに関する三つの段階で、Wet stage と Drying beginning の

段階にある時間が最も長いと考えられる。この時、最大の腐食速度は乾燥時に液膜の厚み

が約 10 𝜇m となる頃に生じるので、石室内鉄製品の腐食に対して、この段階は最も重要

な段階と考えられる。この段階の腐食電流はカソード側の溶存酸素の還元反応から律速

し、腐食電流は式(5-1)に示すような酸素の拡散限界電流で表現できると考えられている

（Hoerle et al., 2004）。腐食速度は腐食電流の間にファラデー法則から換算ができ、鉄の場

合に式(5-2)に示し、腐食速度は腐食電流と比例する。 

 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝛽
𝜏

4𝐹𝐷𝑜2𝐶𝑜2

𝑑
               式(5-1) 

𝐶𝑅 =
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

2𝐹
𝑉𝐹𝑒𝑡 ≅ 1.176𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟                  式(5-2) 

ここで、𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟：腐食電流[A/m2]、𝛽:さび中ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合、 휀:さび層空隙率、𝜏:屈

曲度、 𝐹: Faraday 定数 9.6485e4[C/mol]、𝑛:酸素還元電子の数、 𝐷𝑜2:液膜内酸素拡散係

数[m2/s] 、𝐷𝐹𝑒:液膜内 Fe2+拡散係数[m2/s]、 𝐶𝑜2は酸素濃度[mol/m3]、𝑑は液膜厚さ[m]、

𝐶𝑅: 腐食速度[mm/year]、𝑉𝐹𝑒: Fe のモール体積7.1 × 10−6 [m3/mol]、𝑡：腐食時間（t=3600×

24 × 365s）[s]である。 

 

① 石室内酸素濃度の影響 

式(5-1)から見れば、腐食速度は溶存酸素の濃度と比例することが分かる。図 5-3 に石

室内鉄製品（6×6 cm）表面液膜厚み 100 𝜇m、石室内温度は 15℃の条件下に年間腐食速度

と石室酸素濃度の関係を示す。図より石室内酸素濃度は 12~18%の間に上昇に伴い、腐食

速度は 0.008~0.012 mm/y の間に線形で大きくなることが分かる。 
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図 5-3 石室内鉄製品試料の腐食速度と酸素濃度の関係（液膜厚み 100𝜇m、温度 15℃） 

 

② 石室内温度の影響 

式(5-1)から見れば、温度は三つの経路から鉄の腐食速度に影響を及ぼす。一つは液膜

中の溶存酸素の拡散速度、もう一つは溶存酸素の濃度である。三つ目は、金属表面の温

度変化による結露や蒸発による液膜の厚みの変化である。 

図 5-4 に温度の変化に伴い溶存酸素の濃度と拡散係数の変化を示し、温度は高いほど、

溶存酸素の濃度が低くなるが、溶存酸素の拡散速度が大きくなることが分かった。図 5-5

に鉄試料（面積は 6cm×6cm）表面液膜厚み 100 𝜇m、石室内気相酸素濃度は 16％の条件

下に腐食速度と温度を示している。図より、液膜の厚みは一定な場合に、温度が高いほ

ど金属の腐食速度は低いことが分かる。これは温度の上昇に伴い、溶存酸素の濃度の減

少率は拡散係数の増加率より大きいによる結果と考えられる。 

温度は主に鉄製品表面の結露と蒸発に影響を及ぼすことにより、鉄製品表面の液膜の

厚みの変化に影響を及ぼす。 

 

図 5-4 温度の変化に伴い溶存酸素の濃度と拡散係数の変化 
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図 5-5 石室内鉄製品試料の腐食速度と温度の関係（酸素濃度 16%、温度 15℃） 

 

③ 石室天井面の濡れ状態 

石室内空気中に設置する鉄製品表面の液膜の形成とその厚みの変化は鉄表面自体の

結露と蒸発以外に、石室内天井面から金属表面に落下する水および金属表面の吸着も影

響を及ぼすと考えられる。第 2 章、第 3 章の検討から、年間を通じて石室天井面の落下

水（冬に天井面の結露水の落下、夏に雨水の落下）が発生することが分かった。その落

下水は鉄製品の表面に流れる可能が存在すると考えられる。また、石室内相対湿度は常

に 100％ので金属表面の吸着による形成する水膜が存在する。 

図 5-6 に石室内鉄製品試料は酸素濃度 16%、温度 15℃の条件下における腐食速度と液

膜の厚みとの関係を示す。図より液膜の厚みは 10 𝜇m以上の場合に、厚みの増加に伴い、

腐食速度は低くなり、特に 10 𝜇m から 100 𝜇m の間に大きく低下することが分かる。ま

た、液膜は 10 𝜇m の頃に、腐食速度は極大値に達し、液膜の厚みは 10 𝜇m の前後に腐食

速度は大きく変化することが分かる。 

 

図 5-6 石室内鉄製品試料の腐食速度と液膜の厚みの関係（酸素濃度 16%、温度 15℃） 
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従って、石室内鉄製品の腐食速度を把握するために、鉄製品表面における液膜の形成

とその変化の挙動を知ることが最も重要であり、石室内液膜の厚みが変化することを考

慮した鉄製品の腐食速度の予測方法が必要と考えられる。 

5.3. 計測結果から石室内鉄製品の腐食傾向の把握 

5.3.1. 実験概要  

柳田(2018)[5]は模擬古墳石室内に金属製品の劣化試験と腐食速度の計測を行っている。

この節では、柳田(2018)の計測結果から、石室内鉄製品の年間腐食速度の傾向を把握する。 

① 金属製品の劣化試験 

劣化試験では鉄製遺物および青銅製遺物を想定して、50×50×3 mmに切り出した炭素

鋼およびスズ含有量が異なる２種類の青銅試料を用い、金属製遺物の材料による腐食状

態の差異の把握、ならびに青銅製遺物の皮膜形成に及ぼすスズ含有量の影響を検討して

いる。劣化試験体は表 5-1 劣化試験体とその設置状態 の状態で設置した。 

 表 5-1 劣化試験体とその設置状態（柳田（2018）） 

劣化試験体 
 

劣化試験体の設置状態 

炭素鋼試料：SS400 （１）埋葬主体内部につり下げた状態 

青銅試料①：C5191（Cu:94%, Sn:5.5~7.0%） （２）埋葬主体の床面土壌に埋設した状態 

青銅試料②：CAC502A（Cu:87.0~91.0%, Sn:9~12%）   

 

② ACM センサで腐食速度の計測 （柳田（2018）） 

腐食速度の計測にはシュリンクス社製Fe-Ag対ACM（Atmospheric Corrosion Monitor）

型腐食センサを用いた（以下ACMセンサ）。ACMセンサはFe-Agからなるセンサ部に生じ

るガルバニック電流を計測することで、炭素鋼の腐食速度を算出することが可能である。

実験では計10個のACMセンサを表 5-2、図 5-7の状態で設置した。測定は１日４回（0:00、

6:00、12:00、18:00）、10分間のみロガを起動させて実施した。その際の測定間隔は１分

とし、10分間の測定で得られた平均のセンサ出力を腐食速度に換算した。  

（実験式）埋葬主体内部：log CR = 0.378log Q - 0.636 

CR:腐食速度［mm/y］，Q：日平均電気量［Q/day］ 

表 5-2 ACMセンサの設置状態 

センサ番号 センサの設置状態 

No. 1~3 （１）埋葬主体内部の地面から高さ10 cmの位置 

No. 4~6 （２）（１）と同様の位置で、天井石からの結露水を防止するカサをかけた状態 

No. 7、8 （３）埋葬主体内部の土中に埋設した状態 

No. 9、10 （４）石室内空気中に吊り下げた状態 
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a. 空気中吊り下げた金属試料と設置した ACM

センサ 

b. 空気中に吊り下げた ACM センサ 

図 5-7 石室内設置した金属試料と ACM センサの場所 

 

5.3.2. 計測結果 

① 炭素鋼試料 

柳田 (2018)[5]が模擬古墳石室内設置した炭素鋼の腐食生成物は lepidocrocite (ɤ −

𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 ), goethite (α-FeOOH) と magnetite (Fe3O4)ことを明らかにした。これは埋蔵環境

における腐食生成物に関する既存の研究によって明らかにされた結果と一致している。

図 5-8に質量法で得られた模擬古墳石室内設置した炭素鋼の年平均腐食速度を示し、●で

表示しているは土中埋設した試料、○で表示しているは空気中に懸垂した試料である。空

気中に懸垂した試料に、年に伴い腐食速度が低下する傾向を示し、1年目の腐食速度は

0.002～0.008mm/yearを示し、2年目以後では0.0003～0.001mm/yearに低下した。これは、試

料表面に生じた腐食生成物が腐食速度を抑制されるためと考えられる。 

 

図 5-8 炭素鋼の腐食速度の変化 （柳田 2018） 
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② 石室内 ACM センサ 

図 5-9 に懸垂した ACM センサ（No.9 と No.10）の計測した腐食速度と石室内温度を

示す。図より、年間では 0.01～0.06 mm/year の間に変動することが確認された。二つのセ

ンサの腐食速度の変動傾向は一致する時期と一致しない時期とも存在したことを認めら

れたが、基本的に、夏から秋の間に腐食速度が大きく変動することを示している。No.9 の

方は明らかに冬期の腐食速度は小さく、夏期には大きくなる。 

図 5-10 懸垂した ACM センサの腐食速度の計測結果と天井面濡れセンサーの出力に懸垂した

ACM センサの腐食速度の計測結果と天井面濡れセンサーの出力の比較を示す。図より腐

食速度は濡れセンサーの出力と逆の変化傾向を示す時期が多く、濡れセンサーの出力は

高いレベルに維持する時期に、腐食速度は低くなり、濡れセンサーの出力が低下するこ

と、即ち濡れ量が小さくなるについれて腐食速度が大きくなっていると考えられる。 

図 5-11 に腐食速度と降雨量の関係を示す。図より雨が多い時期に腐食速度が大きく変

動する傾向は確認できる。 

 

図 5-9 懸垂した ACM センサ(No.9＆No.10)の腐食速度の計測結果と石室温度 

 

 

図 5-10 懸垂した ACM センサの腐食速度の計測結果と天井面濡れセンサーの出力 
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図 5-11 懸垂した ACM センサ(No.9＆No.10)の腐食速度と降雨量 

 

5.4. 石室内鉄製品の腐食速度の予測方法 

前節の検討より、石室内の計測結果から石室内空気中に設置する鉄製品の腐食速度の

変動の傾向と石室内の環境因子との関係を十分に明らかにはなっていない。以下では腐

食速度の既往理論を組み合わせて用いることで、この関係について検討を行う。 

5.4.1. 既存の鉄製品の腐食速度の予測モデル 

 金属腐食速度の動的性状を予測するために、多くの研究は環境の温湿度を考慮した

金属腐食速度の経験則による予測モデルである（Samuel et al., 2011[6]; Esmaily et al., 

2015[7]）。しかし、これらのモデルには、金属腐食過程の物理化学現象を説明が不十分

でありモデルの適用範囲が限られる。前述の通り、金属の腐食速度は表面の水膜の厚み

に依存する。水膜の厚みの動的変化は環境の温度、湿度及び材料表面特性などから決ま

る。従って、金属表面の水膜の厚みの変化に着目した金属の腐食速度を予測するモデル

がいくつか開発されている。 

① Hoerle model (2004) 

Hoerl et al., (2004)[4]は Dillmann et al., (2004) [8]の研究に基づき、金属腐食は表面水膜の

乾燥湿潤サイクルで進行することを考慮して、表面におけるさび層の存在する金属腐食

速度を予測するモデルを提案した。このモデルは二つのモジュールから構成される。第一

モジュールは金属表面の熱水分に関するモジュールであり、このモジュールは金属製品

の電解質液膜厚み、湿潤時間などを算出する。第二モジュールは乾湿サイクル中にさび層

内で発生する物理化学現象を説明するための機構的なモジュールである。 

図 5-2 に示すように、水膜の厚みの変化によって腐食は三つの段階に分けて、それぞ

れの段階の律速過程が違い、腐食速度の計算式は違う。最初の頃に、水膜の厚みは０から

do（約 100um）まで増加し、腐食電流はさび層におけるɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の還元反応によって還

元電流である（式 5-3）。第二段階として、水膜の厚みは do のままで維持し、その時期に、

腐食電流は水膜中の酸素の還元電流から決まる（式 5-4）。第三段階では、乾燥過程が始
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まり、水膜の厚みは do から薄くなり、一般的に水膜は 10um ぐらいまでに、溶存酸素の

拡散は最大になり、腐食電流（腐食速度）も最大値に達す。その後、水膜の厚みは更に減

少すると、腐食はさび層における Fe2+の酸化過程から律速することになり、腐食電流は減

少する（式 5-5）。 

① Wetting process:  

ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 の還元電流（カソード） 

ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 + 𝑒− +𝐻+ → ɤ − 𝐹𝑒 · 𝑂𝐻 · 𝑂𝐻         (Ⅰ) 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐹𝑘[𝐻+]𝑆𝐹𝑒𝑜𝑜𝐻          式(5-3) 

② Wet process＋Drying process（Beginning）:  

酸素の還元電流（カソード） 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−          (Ⅱ) 

  𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝛽
𝜏

4𝐹𝐷𝑜2𝐶𝑜2

𝑑
          式(5-4) 

③ Drying process (End):  

鉄の酸化電流（アノード）Iron oxidation current 

𝐹𝑒 − 2𝑒− → 𝐹𝑒2+              (Ⅲ) 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 휀
2𝐹𝐷𝐹𝑒

𝛿𝐹𝑒
(𝐶𝑠𝐹𝑒 − 𝐶𝐹𝑒)         式(5-5) 

ここで、𝑘は反応速度；𝑆𝐹𝑒𝑜𝑜𝐻はさび層中ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の濃度[site/m2]； [𝐻+]は液膜中𝐻+

の濃度； 𝛽はさび中ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合； 휀はさび層空隙率；𝜏は屈曲度； 𝐹は Faraday 定

数 9.6485e4[C/mol]；𝑛は酸素還元電子の数； 𝐷𝑜2は液膜内酸素拡散係数[m2/s]； 𝐷𝐹𝑒は液

膜内 Fe2+拡散係数[m2/s]； 𝐶𝑜2は酸素濃度[mol/m3]； 𝐶𝑠𝐹𝑒は表面の Fe2+濃度[mol/m3]； 𝐶𝐹𝑒

は液膜中 Fe2+濃度[mol/m3]； 𝛿𝐹𝑒は Fe2+の拡散厚さ[m]； 𝑑は液膜厚さ[m]。 

 

このモデルでは、三つの段階でそれぞれの腐食過程での腐食速度の計算するために、多

くパラメータの決定が必要である。例えば、第一段階の腐食速度の計算では、さび層中

ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の濃度と液膜中𝐻+の濃度が必要であり（式(5-3)）、乾燥過程の最後、水膜中の

Fe2+濃度などの物性値も必要である。また、このモデルでは金属表面形成されたさび層が

溶存酸素の拡散に影響を及ぼすことを考慮しているため、さび層の空隙率、屈曲度、ɤ −

𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合などの物性値を知る必要がある。これらのパラメータの決定は、非常に煩

雑であり、モデルの適用範囲は限られると考えられる。 

 

② Van den steen model (2016) 

Van den steen et al., (2016)0 がより簡単な金属腐食モデルを提案した。図 5-12 に示すよ

うに、金属の腐食速度は主に液膜中溶存酸素の還元反応から律速すると考えられ、液膜中

酸素の拡散は金属表面における結露/蒸発により水膜の厚みの変化と関連する。式(5-6)に

示すように、水膜の厚みが 10 𝜇m より薄い場合に、腐食電流は水膜の厚みの減少と伴い

線形的に減少する。金属表面の水膜は 10～22 𝜇 m の間で腐食電流は最大値 10 mA に設置
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する（最大値 10 mA は他の実験研究の結果から仮定する）。水膜の厚みが 22 𝜇m より厚い

場合に、腐食電流は溶存酸素の拡散速度によって変化することである。 

 

図 5-12 液膜厚さと腐食電流密度の関係 

(Van den stee et al., 2016 より作成) 

 

水膜の厚みの変化は湿潤過程と乾燥過程という二つの過程が存在、その二つの過程で

は実際に腐食の反応と腐食電流の変化が異なる。しかし、このモデルでは湿潤と乾燥その

二つの過程における水膜の厚みの変化によって腐食電流の変化の挙動は同様となる。ま

た、水膜の乾燥過程における水膜が 10 𝜇m より薄い場合に、アノード反応によって腐食

電流は考慮しておらず、腐食電流は線形減少と簡略化している。更に、このモデルは金属

腐食の最初の段階のみを考慮し、金属腐食の進行に伴い表面におけるさび層を生成する

影響を考慮していない。従って長期間の金属腐食を精確に予測することが難しい（長期間

の金属製品の腐食はさび層の性状の変化と関係がある）と考えられる。 

{

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑛𝐹𝐷𝑜2𝐶𝑜2

𝑑
𝑑 ≥ 22μ𝑚

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 10mA/m210μ𝑚 ≤ 𝑑 < 22μ𝑚
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑑𝑑 < 10μ𝑚

        式(5-6) 

 

5.4.2. 石室内金属腐食速度の予測方法 

ここでは、前節で説明した既存の二つの鉄製品の腐食速度の予測モデルを組み合わせ

ることで、石室内金属製品の腐食速度の予測方法として用いる。なおここでは、石室内空

気中に設置する金属の腐食についてのみ着目し、石室床面の土に埋まる金属試料の腐食

を考えない。空気中に設置する金属腐食は大気腐食のメカニズムで解釈できると考えて、

以下の模擬古墳石室内鉄の腐食速度の予測方法とする。 

長期間で見れば、金属の腐食は多くの湿潤、乾燥サイクル過程から構成されている。一

つの湿潤乾燥サイクル過程における酸素の還元反応における時間（図 5-2 の Wet stage）

は最も長く、また、最大の腐食電流と腐食速度は水膜厚みが乾燥させ、約 10 𝜇m 前後に

酸素の還元反応によって発生すると考えられる。模擬古墳石室内における金属の腐食と
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考える時に、石室内温度の日変化はほとんどないため、金属表面の液膜の厚みの日変化は

ほとんど生じず、腐食電流は主に酸素の還元電流から決まると考えられる。 

腐食の進行に伴い金属表面に形成されたさび層は腐食速度に影響を及ぼす。この腐食

層の影響は二つ面から説明ができる。一つは前述したHoerle et al.のモデル（Hoerle model）

のように、金属表面の腐食層が存在する場合に、その中のɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の還元反応によって

生じるɤ − 𝐹𝑒 · 𝑂𝐻 · 𝑂𝐻の表面で酸素の還元反応は腐食を進行する。そのために、腐食層

内ɤ − 𝐹𝑒 · 𝑂𝐻 · 𝑂𝐻の面積は腐食電流に影響を及ぼし、Hoerle model ではɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合

𝛽でその影響を表示する。一方、腐食層は多孔質であり、その空隙率と屈曲度は溶存酸素

の拡散速度を制限する。液膜中溶存酸素の実効拡散係数𝐷𝑂2,𝑚は式(5-7)に示すように、

Hoerle model と同じように腐食層の空隙率휀と屈曲度𝜏で腐食層が溶存酸素の拡散速度を

減少することを表現している。また、溶存酸素の拡散は温度に依存し、その依存性は式 5-

5 に示すように考慮している。なお𝐷𝑂2
⊝は 20℃の条件下に溶存酸素の拡散係数である。 

𝐷𝑂2 = 𝐷𝑂2
⊝(

𝑇

𝑇20
)2             式(5-7) 

液膜が 10 𝜇m より小さい場合に、計算方法を簡単にするために、Van den stee et al., 2016

の考えと同じように、腐食電流は液膜の厚みと線形関係で表現する。従って、模擬古墳石

室内における金属腐食モデルの基礎方程式としては式(5-8)を用いることを提案する。ま

た、Faraday’s Law から腐食速度 CR（mm/year）と腐食電流𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟（A/m2）は式(5-9)の関係

が得られる。 

{
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝛽

𝜏
𝐷𝑜2

4𝐹𝐶𝑜2

𝑑
 𝑑 ≥ 10−5𝑚(10μ𝑚)

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟,𝑑=10𝑢𝑚

10−5
𝑑 𝑑 < 10−5𝑚(10μ𝑚)

    式(5-8) 

𝐶𝑅 =
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

2𝐹
𝑉𝐹𝑒𝑡 ≅ 1.176𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟                式(5-9) 

ここで、𝛽はさび中ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合、 휀はさび層空隙率、𝜏は屈曲度、 𝐹は Faraday 定

数 9.6485e4[C/mol]、𝑛は酸素還元電子の数（鉄の場合に n=4）、 𝐷𝑜2は液膜内酸素拡散係

数[m2/s]、𝐶𝑜2は酸素濃度[mol/m3]、𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟: 腐食電流[A/m2]、𝐶𝑅: 腐食速度[mm/year]、𝑉𝐹𝑒は

Fe のモール体積7.1 × 10−6 [m3/mol]、𝑡：腐食時間（t=3600× 24 × 365s）[s]である。 

 

ここで式(5-6)の中で、以下の三つの情報が必要である。 

• 金属表面における腐食層の性状（ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合𝛽、腐食層の空隙率휀と屈曲度𝜏） 

• 金属表面における液膜内溶存酸素𝐶𝑜2 

• 金属表面における液膜の厚み𝑑 

 

① 金属表面における腐食層の性状 

金属遺物表面における腐食層の性状は腐食層中ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合𝛽、腐食層の空隙率휀

と屈曲度𝜏三つのパラメータから表現している。ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合𝛽は式5-10に示すよう
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に定義している。その中に𝛼 は腐食層中𝛼 − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 の量、𝛾 はɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 の量、𝛼/𝛾と

いうのは腐食層の保護能力を表し、Protective ability indexと呼ばれている。図 5-13に

Dillmann et al., (2004)[8]が測定した乾湿サイクル回数に伴い炭素鋼における腐食層の𝛼/𝛾

指数の変化を表し、図 5-14に古い鉄遺物の測定から腐食層のα/ γ指数の変化を表している。

新た炭素鋼ではα/ γ指数は約0.02～0.04であることが分かる。換算すると、𝛽 は0.98～0.96

である。Dillmann et al., (2004)[8]が埋蔵された金属表面の腐食層の性状を測定し、150年間

埋蔵された金属表面の腐食層の𝛽は0.5、휀は0.1、𝜏は3であった。また、腐食の進行に伴い

𝛽は変化するが、空隙率휀と屈曲度𝜏はあまり変化しないことが示されている。 

𝛽 =
𝛼

𝛼+𝛾
=

1

1+
𝛼

𝛾

             式(5-10) 

 

図 5-13 乾湿サイクル回数に伴い炭素鋼における腐食層の𝛼/𝛾指数の変化 

（Ph. Dillmann et al., 2004[8]） 

 

 

図 5-14 古い鉄遺物の測定から腐食層の α/ γ 指数の変化 

（Ph. Dillmann et al., 2004[8]） 
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② 金属表面における液膜内溶存酸素𝑪𝒐𝟐 

金属表面における液膜中の溶存酸素の濃度は式(5-11)に示すように、空気中の酸素濃度

とヘンリー法則から決める。ヘンリー定数の温度依存性を式(5-12)に示す。 

𝐶𝑂2 = 𝐻𝐶𝑂2,𝑔𝑎𝑠                        式(5-11) 

𝐻𝑇＝𝐻𝑇⊝exp(1700 × (
1

𝑇
−

1

𝑇⊝
))                  式(5-12) 

③ 金属表面における液膜の厚み𝒅𝒆 

石室内の金属遺物表面の液膜の厚み d は主に金属表面における水の量から液膜の等価

厚さ（Equivalent electrolyte thickness）を算出する。金属表面の液膜は主に金属表面の自体

の結露/蒸発、天井面から金属表面に落下する水および金属表面の吸着水という三つのこ

とによって形成すると考えられる。第 2 章、第 3 章の検討から、年間を通じて石室天井

面の落下水（冬に天井面の結露水の落下、夏に雨水の落下）が発生することが分かった。

その落下水は金属表面に流れ、その同時に、石室内の温湿度の影響で、金属表面の結露、

また蒸発が発生している。また、石室内相対湿度は常に 100％であり金属表面の吸着によ

る形成する水膜が存在すると考えられる。しかし、ここでは吸着の影響について定量的に

評価することは考慮せず、炭素鋼試料表面における結露/蒸発と天井面からの落下水のみ

を考慮する。液膜の厚みの計算方法は以下に示す通りである。 

• 金属表面自体の結露による液水の増加量 𝑱𝒄𝒐𝒏 

金属の熱収支式を式(5-13)に示す。式(5-14)に示すように表面では石室の空気と対流す

ることと壁表面との放射による熱交換を考えている。金属表面における時間 t の間に蓄積

の結露量は式(5-15)に示すように、空気中の絶対湿度と金属表面の飽和絶対湿度の差から

決める。 

𝑐𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= −

𝜕

𝜕𝑥
𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
                          式(5-13) 

−
𝜕

𝜕𝑥
𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 𝛼(𝑇𝑎𝑖𝑟 − 𝑇𝑠) + 𝛾𝛼′(𝑋𝑎𝑖𝑟 − 𝑋𝑠𝑠) + 𝛼𝑟(𝑇𝑤 − 𝑇𝑠)     式(5-14) 

𝐽𝑐𝑜𝑛 = 𝛼′(𝑋𝑎𝑖𝑟 − 𝑋𝑠𝑠)𝐴    𝑋𝑎𝑖𝑟＞𝑋𝑠𝑠           式(5-15) 

ここで、𝑐𝜌: 金属の熱容量[J/K]、𝜆: 金属の熱伝達率[W/m∙K]、𝛼: 金属表面の熱伝達率

[W/m2∙K]、𝑇𝑎𝑖𝑟: 空気の温度[K]、𝑇𝑠: 金属表面の温度[℃]、𝛼𝑟: 放射熱伝達率[W/m2∙K]、𝑇𝑤: 

金属表面に対する壁面温度[K]。𝛼′ : 金属表面の湿気伝達率[kg/m2(kg/kg’)]、𝑋𝑎𝑖𝑟：空気の

絶対湿度[kg/kg’]、𝑋𝑠𝑠：金属表面の飽和絶対湿度[kg/kg’]、𝛾：気液相変化熱[J/kg]。𝐽𝑐𝑜𝑛：

表面における集まる水の量[kg/s]、𝛼′：金属表面における湿気伝達率[㎏/m2s(kg/kg’)]、𝑋𝑎𝑖𝑟：

空気の絶対湿度[kg/kg’]、𝑋𝑠s：金属表面の飽和絶対湿度[kg/kg’]。 

 

• 天井面から落下による液水の増加量 𝑱𝒅𝑟𝑜𝑝 

 第 2 章で石室内濡れセンサ（LWS-3）の出力から、天井面の落下水を推定する。天井面
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から落下水の量 𝑀𝑑𝑟𝑜𝑝は式(5-16)に示すように、最大の蓄積の液水量 𝑀𝑚𝑎𝑥の割合ｋから推

定する。ｋ値は濡れセンサ LWS-3 の出力から推定し、出力の大きさは落ちる水の相対量

と比率することを考えられる。ｋ値は式(5-17)に示すように計算し、2014 年 11 月～2015

年 11 月のｋ値の計算結果を図 5-15 に示す。図 5-16 に示すように、片面の金属表面を考

慮すれば、金属表面に達した水の量は天井面から落下水の 𝐷𝑑𝑟𝑜𝑝×Lの分であり（式 5-18）、

Ｓは天井面から見る金属の面積である。 

 𝑀𝑑𝑟𝑜𝑝 = 𝑘× 𝑀𝑚𝑎𝑥              式(5-16) 

𝑘 =
∆𝑂𝐿𝑊𝑆−3

( 𝑂𝑚𝑎𝑥− 𝑂𝑚𝑖𝑛)
              式(5-17) 

 𝐽𝑑𝑟𝑜𝑝 =  𝑀𝑑𝑟𝑜𝑝 ×  𝐷𝑑𝑟𝑜𝑝×L            式(5-18) 

ここで、𝑀𝑑𝑟𝑜𝑝：天井面の落下水[kg/m2]、𝑘：天井面から落下水の割合[-]、𝑀𝑚𝑎𝑥：天井

面蓄積の最大液水量 𝑀𝑚𝑎𝑥=2.14[kg/m2]、 𝐽𝑑𝑟𝑜𝑝:天井面からの落下水が鉄試料表面に流れ

る量[㎏/s]、  𝐷𝑑𝑟𝑜𝑝：水滴の最大直径[ｍ] 𝐷𝑑𝑟𝑜𝑝 = 0.014m、L：鉄製品試料の幅[ｍ]L＝

0.06[m]、 ∆𝑂𝐿𝑊𝑆−3: LWS-3 の出力の増加量[-]、𝑂𝑚𝑎𝑥、 𝑂𝑚𝑖𝑛：濡れセンサの出力の上下限

𝑂𝑚𝑎𝑥 =1023、𝑂𝑚𝑖𝑛 =450）。 

 

図 5-15 天井面から落下水の割合ｋの計算結果 
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図 5-16 天井面から落下水と金属との関係 

 

金属表面における液膜の等価厚みの計算式は式(5-19)に示すように、ある時間∆𝑡におけ

る金属表面に集まる液水量から等価厚み𝑑𝑒を算出することで考える。ここでは、図 5-17

に示すように、ここでは炭素鋼試料表面（片面）最大の液水量は 2g と仮定し、液膜は最

大厚みは5.5 × 10-6 m (550 um)とする条件で計算を行う。 

𝑑

𝑑𝑡
𝑑𝑒 =

𝐽𝑐𝑜𝑛＋𝐽𝑑rop

𝜌𝐴
                       式(5-19) 

ここで、𝑑𝑒：水膜の等価厚み[m]、𝜌：水膜の密度[kg/m3]、𝐴：金属の表面積[m2]。 

 

図 5-17 金属表面最大の液膜厚みの仮定 

 

5.5. 石室内鉄製品の腐食速度の予測 

この節は金属表面自体の結露と天井面の落下によって金属表面における液水量の変化

を計算し、非定常の液膜の厚みを求める。 

5.5.1. 計算条件 

解析対象は図 5-18 に示すような石室内に吊る炭素鋼薄板であり、炭素鋼の表面は石室

空気に暴露される。炭素鋼の物性値は表 5-3 に示している。解析の境界条件は表 5-4 に

示す通りであり、炭素鋼表面は空気と対流による熱交換と壁面との熱放射による熱交換
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を行う。解析は一次元で行い、解析の空間刻みは 0.5 mm、時間刻みは 0.005s である。解

析期間は 2014 年 11 月~2015 年 11 月一年間である。液膜中の溶存酸素は石室気中の酸素

濃度と温湿度から計算する。解析期間の石室気中酸素濃度は図 5-19 に、温湿度は図 5-20

にそれぞれ示す。 

 

表 5-3 炭素鋼試料の物性値 

厚み cm 面積 cm2 熱伝導率 W/m∙K 比熱 J/kg∙K 密度 g/cm3 

0.3 36 45 461 7.82 

 

表 5-4 解析境界条件 

金属表面の境界条件 

（第三種） 

熱伝達率 4.1[w/m2k]  

湿気伝達率 ルイス関係 

 

 

図 5-18 解析概要 
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図 5-19 石室気中酸素濃度の実測値(2014/11～2015/11) 

 

 

図 5-20 石室温度と相対湿度の実測値(2014/11～2015/11) 

 

表 5-5 計算ケース 

Case 金属表面の結露量(𝐽𝑐𝑜𝑛) 天井面の落下量(𝐽𝑑𝑟𝑜𝑝) 

Case 5-1 ○ × 

Case 5-2 ○ ○ 

 

5.5.2. 解析結果  

① Case 5-1 

図 5-21 に Case 5-1（天井面からの落下水を考慮しない場合）で計算した鉄製品の表面

の結露量と液膜の等価厚みの結果を示す。図より表面は 9 月から結露を始め、結露量は

段々増加し、12 月末頃に結露量は減少し、5 月頃に結露量はほぼゼロになる。その結露量

に対して、鉄製品の表面における液膜の等価厚みは 10月頃から急に最大値までに上がり、

基本は 4 月末に最大値に維持し、4 月末から下がり、7 月の中旬頃に液膜の厚みはゼロま

で低下する。 
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図 5-22 に、上記結果を用いた鉄製品の腐食速度の解析結果を示す。冬に液膜の厚みは

最大値に維持する時期に腐食速度は約 0.003 mm/y のレベルで維持し、4 月末から腐食速

度は液膜の厚みの低下に伴い急に増加して、液膜の厚みは 10 𝜇m より薄くなると、腐食

速度は急激に下がり、7 月中旬に腐食速度はゼロまで低下する。また、9 月から鉄製品の

表面における液膜の厚みは 10𝜇m 前後に増加と減少に伴い腐食速度大きく変化する。一

年間で、液膜の厚みの増加と減少することによって腐食速度は夏期と秋期の間に大きく

変化し、ピークが生じている。腐食速度がゼロになることを除いて、これらの結果は、

ACM センサで測定された腐食速度の傾向と一致しており、炭素鋼試料年間の腐食速度の

オーダーは再現できている。 

 

図 5-21 鉄製品表面における結露量と液膜の厚みの解析結果(Case 5-1) 

 

 

図 5-22 鉄製品の腐食速度と液膜の厚みの解析結果(Case 5-1) 
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② Case 5-2 

図 5-23 に Case 5-2（天井面からの落下水を考慮する場合）で解析した鉄製品の表面の

結露量と液膜の等価厚みの結果を示している。夏（8 月）に天井面から落下水がある時期

に、液膜の厚みが増え、Case5-1 の結果と比べると、夏に液膜の厚みはゼロの時期は短く

なることが確認された。図 5-24 に Case5-2 の腐食速度の解析結果を示す。図より Case5-

1 の結果と比べると、8 月に Case5-1 で解析した腐食速度は低いが、Case5-2 では天井面か

らの落下水がある時期に腐食速度が大きく変化することが分かる。9 月から、天井面から

の落下水によって、液膜の厚みはある程度で維持するために、腐食速度は低いレベルで安

定することが見られた。腐食速度がゼロになる時期が短くなるが、それを除いて、これら

の結果は、ACM センサで測定された腐食速度の傾向と一致している。 

以上の解析結果より、鉄製品表面の結露と蒸発と天井面からの落下水のみ考慮する場

合に、鉄製品表面の液膜の厚みは、冬期に結露によって最大の厚みに達した後にそれを維

持し、腐食速度は低い値となり、夏期には蒸発に伴い液膜の厚さが低下し、腐食速度が大

きくなっている。しかし、液膜の厚みはいずれもゼロとなる期間が生じ、腐食速度はゼロ

までに低下した。ACM センサの計測から夏期には、腐食速度はゼロにならないので、液

膜厚みがゼロになる期間については、石室内 ACM センサの計測結果を上手く再現できな

い。ただし、炭素鋼試料年間の腐食速度のオーダーは概ね再現できることが確認された。

腐食速度がゼロにならない理由としては、液膜厚みがゼロにならないことが考えられる。

その理由として鉄製品表面の水分吸着により、夏期に結露しなくでもある程度薄い液膜

を存在すると考えられる。吸着の影響を考慮すれば、夏期を含めて年間の予測が可能にな

ると考えられる。今後、100％の相対湿度の環境下に金属の吸着について定量的に検討す

る必要がある。 

 

図 5-23 鉄製品表面における結露量と液膜の厚みの解析結果(Case 5-2) 
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図 5-24 鉄製品の腐食速度と液膜の厚みの解析結果(Case 5-2) 

5.6. まとめ 

本章では、石室内鉄製品遺物の現地保存を事例として、石室内鉄製品の腐食速度と石室

内環境との関係を明確することを目的とする。なおここでは、石室内空気中に設置する鉄

製品の腐食についてのみ着目し、石室床面の土に埋まる金属試料の腐食を考えない。ま

ず、既存な理論を基づいた石室内鉄製品の腐食原理とその影響因子の把握を行い、模擬古

墳現場で石室内設置する ACM センサと炭素鋼試料の腐食速度の計測結果から石室空気

中に設置する鉄製品の年間腐食速度とその傾向を把握した。次に、既存の鉄製品の腐食速

度の予測モデルを用いて石室内空気中設置する鉄製品表面液膜の厚みは変化することを

考慮した腐食速度の予測方法を提案し、その年間腐食速度と年変動の傾向の再現性の確

認を行い、腐食速度の変動と石室内環境との関係について検討を行った。得られた主な結

果は以下に示す通りである。 

Hoerle の理論を基づいて、酸素の拡散限界電流から石室内空気中に設置する鉄製品の

腐食速度の推定が可能であり、腐食速度は溶存酸素の濃度とその拡散係数と比例し、鉄製

品表面の液膜の厚みと反比例することが分かった。石室内の酸素濃度が大きいほど腐食

速度が大きくなり、石室内の温度が高いほど溶存酸素濃度は小さくなり、溶存酸素の拡散

係数が高くなる。液膜の厚みが変化しない場合に、鉄製品の腐食速度の年変動は溶存酸素

濃度の変動傾向と一致しており、温度の上昇に伴い低下する。 

計測から、石室空気中に設置する炭素鋼試料一年目の年間腐食速度は約 0.001～

0.01mm/y で、夏に ACM センサの腐食速度が大きく変化し、腐食速度の最大値が生じて

いることが分かった。ACM センサの腐食速度は天井面の濡れ量と逆の傾向を示す時期が

多く、温度との関係はあまり有意ではないことが分かった。 

既存の腐食速度の予測モデルに基づいて石室内鉄製品表面の液膜の厚みの変化を考慮

した腐食速度の予測モデルを提案し、模擬古墳石室内の鉄製品の年間腐食速度の計算を
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行った結果、測定値の腐食速度のオーダーを概ね再現でき、液膜の厚みがゼロとなる夏期

の一時期の腐食速度を除いて、腐食速度の変動傾向の予測が可能であることを確認した。

夏期に蒸発に伴い液膜の厚みと腐食速度はゼロの時期が存在するが、鉄製品表面の吸着

の影響を考慮することで、年間を通じた液膜の存在が再現できる可能性が考えられる。そ

れにより年間を通じた腐食進行の予測が可能にあると考えられ、今後の課題といえる。 
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第6章 結論と今後の課題 

6.1. 結論 

本研究では、最終的な目的は、埋蔵環境下における遺物の保存を行うための物理環境の

制御方法を明らかにすることである。それを実現するために、ここでは埋蔵環境の温湿

度、結露性状と酸素、二酸化炭素濃度の予測技術を確立することと環境の形成メカニズム

を明らかにすることを目的として、模擬古墳を用いた石室内温湿度、結露性状、酸素、二

酸化炭素濃度など環境の予測技術を構築し、その形成メカニズムを把握した。その上で、

石室内鉄製品の現地保存を事例として、構築した環境の予測技術の適用性を評価し、鉄製

品の現地保存に対する環境制御の方針について検討を行った。 

第 1 章では、日本における多量な未発掘古墳の石室内に埋蔵されている遺物の保存が

課題になり、石室内環境の形成メカニズムの把握と予測技術の確立は重要なことという

研究の背景を説明した。国内外の埋蔵環境に関する既往な研究成果を整理した上で、本研

究の目的と内容を示した。 

 

第 2 章では、模擬古墳の長期間の計測結果から石室内物理環境の年間性状を明らかに

した。まず、模擬古墳の概要とその環境の計測システムを説明した。次に、石室内温湿度、

濡れ状態、酸素濃度と二酸化炭素濃度の年間変化及び周りの地盤内の環境、林内大気との

関係を定量的に把握した。また、模擬古墳石室内の環境は実際の古墳（闘𨿸山古墳第二主

体）の環境との比較を行った。その結果以下のことを明らかにした。 

石室の年間平均気温は林内の気温とほぼ同じだったが、変動幅は林内の気温の約 3 分

の 1 であった。林内の気温と比べると、石室天井面と床面の温度の位相は半月程度遅い。

また、石室の夏期の天井温度は床温度よりも高く、最大温度差は約 1.5°C であった。冬期

は天井と床の温度は、夏期とは逆の関係であったが、温度差はわずかであった。石室の相

対湿度は年間を通じてほぼ 100％で一定のままである。 

天井の濡れの程度は、天井の温度が低くなる冬の方が大きくなる。ただし天井面結露し

にくい時期に、天井面に設置する濡れセンサが低い出力を維持するのは、濡れセンサー表

面に存在する水分は蒸発しにくいことによると考えられる。石室床面水分ポテンシャル

に年間を通して降雨の影響を受ける小さな変動で高い値を維持していた。これは、土壌か

ら石室の天井への降水の浸透が原因である可能性が高いと考えられる。 

模擬古墳の石室の酸素濃度は、年間は 13％〜18％の範囲で変化し、冬期（1 月〜3 月）

でわずかに変動し、夏期（7 月〜10 月）で大きく変動し、年平均は 16％であった。石室

の二酸化炭素濃度は、酸素濃度とほぼ逆の位相を持つ傾向であり、2016 年には 3％〜9％

の範囲で変動し、平均 6％であった。石室の酸素濃度の変動は、近い深さの地盤内の酸素

濃度の変動とほぼ一致していた。測定した地盤内の酸素濃度と温度の変化の間の相関は

有意ではなかった。降雨時に土壌中の酸素濃度の低下が観察され、土壌水分量の増加と逆

に酸素濃度は低下した。 
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模擬古墳のモデルとなった実際の古墳（闘鶏山古墳第二主体）の環境と比較すると、模

擬古墳石室内の温湿度、酸素、二酸化炭素濃度環境の年変動の傾向は闘鶏山古墳第二主体

と類似しており、模擬古墳は未発掘古墳の環境の一般的特性があることが確認された。二

つの石室の周辺環境（気象、植生など）や土壌の物性（透気性など）、微生物環境の差異

によって、模擬古墳の石室内の環境は闘鶏山古墳第二主体と若干差異が存在し、年平均温

度は闘鶏山古墳より約 1℃低く、相対湿度は約 5%高い。また、年平均酸素濃度は闘鶏山

古墳より約 2%低く、年平均二酸化炭素濃度は約 3%高い。また、模擬古墳の方は、酸素、

二酸化炭素濃度の年間変動が大きい。 

 

第 3 章では、熱水分同時移動理論に基づいて、模擬古墳地表面における枯葉層の熱水

分移動抵抗を考慮した上で、模擬古墳石室内温湿度と結露性状の予測モデルを作成し、そ

のモデルを用いて石室内温湿度、結露性状の再現を行い、モデルの再現性を確認した。ま

た、地表面枯葉、石室天井面石板の透水係数、石板の隙間がモデルの再現性に与える影響

について検討を行った。その上で、解析結果から石室内温湿度、結露性状の形成メカニズ

ムを検討した。得られた主な結果を以下に示す。 

作成したモデルにより、石室内温湿度と天井面結露性状の年間変動の傾向がほぼ再現

できた。具体的には、石室内温度の年平均値と年間変動の幅を再現でき、4 月～9 月の間

に天井面温度は床面より高く、10月～3月末に天井面は床面より低い傾向が再現できた。

冬期に天井面と床面の温度差が小さく、夏期に温度差が大きいという特徴が再現できた

が温度差は実測値より小さい。一方、石室内の年間高湿の維持することも再現できた。 

天井面の結露性状の解析結果（10月～3月末に結露し、4月～9月末に結露していない）

は天井面設置した濡れセンサの出力の季節変動（10月～3月に大きく、4月～9月に低い）

と概ね一致する。ただし、解析では井面中央セルにおける蓄積の水分量は 7 月頃に全て

蒸発してしまい、天井面に設置する濡れセンサ夏も濡れている状態を十分再現できてい

ない。これは解析場で夏に天井面の蒸発が大きいことによって天井面における蓄積の水

分量はなくなっていることによる。蒸発の抑制や、雨水の浸透の影響や、材料表面の吸着

を考慮することで、天井面に暫く結露水が保つことが再現できるようになる可能性があ

ると考えられる。 

石室床面の水分ポテンシャルが年間を通じて高いの状態であることが再現できたが実

測よりやや低く、飽和状態にならない。冬に天井面が結露の時期に天井面からの落下によ

って、床面の水分ポテンシャルが上がるが、降雨後に水分ポテンシャルが上がることがま

だ十分再現できていない。これは降雨後に雨水が天井面まで浸透することが十分に考慮

できていないからだと考えられる。 

現状のモデルでは石室内の温湿度と結露性状の一部の再現性がよくない要因としては、

解析モデルは石室の南北断面だけの二次元で考慮しているが、石室の西面、東面の熱、水

分の移動を考慮していないと考えられる。また、解析用地盤の土壌、石室の石板の物性値

が、実際の物性値と偏差が存在する。また、解析では、地盤内土壌中に亀裂がある場合の
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雨水の侵入が考慮していないと考えられる。 

地表面における枯葉層の熱水分移動抵抗を考慮しない場合に、地盤と石室内温度、天井

面結露量と時間の解析結果に大きく影響を与えるが、石室内相対湿度にあまり影響しな

いことが分かった。一方で、枯葉層の厚みが年間変化すると固定する場合に、解析結果に

大きく差がないが、厚みが年間変化することを考慮した場合の方に実測値の再現精度が

より高いことが確認された。 

石室天井面と奥壁に設置した花崗岩の透水係数が天井面と石室内相対湿度の解析結果

に及ぼす影響が大きく、石室内温度に与える影響が小さい。天井面の石板の飽和透水係数

は 10-11から 10-13のオーダーで低下すると、天井面の石板の水分化学ポテンシャルは大き

く低下し、石室内に移動する水分が少なくり、石室内相対湿度は低下し、天井面における

結露時期が短くなることが確認された。 

夏期に石室空気と床面の熱伝達率は小さく、冬期は大きいから（夏は 1.7[W/m2K]、冬

は 6.4[W/m2K]）、夏期に対流によって床面の温度上昇の程度は冬期の低下の程度より小さ

い。これは冬期に石室床面と天井面との温度差が小さく、夏期に温度差が大きい要因と考

えられる。冬期に石室空間内の水分は床面から天井面に蒸発し、夏期は逆転している。冬

期の石室空間内の正味流入水分流は、夏期より若干少なくなることで、冬期の石室内相対

湿度は夏期より低くなることが解析から確認された。冬期に水分は石室床面から天井面

に移動し、天井面を結露する。夏期に水分は石室天井面から床面に移動し、ただし、床面

の水分化学ポテンシャルは飽和状態にならないため、床面に結露しないことが分かった。 

 

第 4 章では、土壌呼吸の基礎理論を基づいた石室内酸素、二酸化炭素濃度の予測モデ

ルを構築し、模擬古墳における土の土壌呼吸に関する実験からモデルのパラメータを同

定した。その上で、第 3 章で作成した石室内温湿度の予測モデルと連成させ、石室内酸

素、二酸化炭素濃度を再現し、第 2 章で把握した石室内酸素濃度の年間変化からその再

現性を確認した。その上で、石室内酸素、二酸化炭素濃度の形成メカニズムを検討した。

その結果、以下のことが分かった。 

構築した予測モデルは石室内酸素、二酸化炭素濃度の年間変化は概ね再現できる。しか

し、夏期の石室内酸素濃度の低下量と二酸化炭素濃度の増加量は実測結果よりやや小さ

いことが確認された。 

地盤内酸素、二酸化炭素濃度は地盤の含水率（気相率）に対する感度が高いことが確認

された。木の根の吸水を考慮するとしない場合に地盤内含水率年平均値は約 0.003m3/m3

の差が生じ、それに対して、酸素濃度に約 0.68%の差を生じることが認められた。地盤土

壌の空隙率の影響の検討から、空隙率が 10％変動すると、地盤深度 1.0 m における酸素

濃度の年平均値は 2.5％、年変動の幅は 2.5%以上変化することが確認された。 

提案した微生物呼吸による二酸化炭素の生産量の予測モデルに関するパラメータの感

度分析から深度依存関数が、最も大きな感度を持つことが確認された。 

石室空気中酸素濃度は主に床面土における酸素濃度の影響を受けて形成されている。
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石室天井面と奥壁の石板は酸素の移動が小さいためと考えられる。 

地盤内酸素と二酸化炭素濃度の変動は、大気と地盤の間の気相拡散と、特に地表面近傍

で大きい微生物呼吸の影響を大きく受ける。 

二酸化炭素が水に溶解度が酸素より大きいから、液相移流が二酸化炭素濃度に与える

影響は酸素に与える影響より大きい。 

降雨後に地盤内酸素濃度が低下し、二酸化炭素濃度が増加する要因は、地表面の含水率

の増加が大気からの酸素の気相拡散を下げ、地盤から大気に二酸化炭素の気相拡散を下

げることと、その場所での微生物呼吸により酸素の消費と二酸化炭素の生成により酸素

濃度が低下し、二酸化炭素濃度が増加すると考えられる。 

 

第 5 章では、石室内鉄製品遺物の現地保存を事例として、石室内鉄製品の腐食速度と

石室内環境との関係を明確することを目的とする。なおここでは、石室内空気中に設置す

る鉄製品の腐食についてのみ着目し、石室床面の土に埋まる金属試料の腐食を考えない。

まず、既存な理論を基づいた石室内鉄製品の腐食原理とその影響因子の把握を行い、模擬

古墳現場で石室内設置する ACM センサと炭素鋼試料の腐食速度の計測結果から石室空

気中に設置する鉄製品の年間腐食速度とその傾向を把握した。次に、既存の鉄製品の腐食

速度の予測モデルを用いて石室内空気中設置する鉄製品表面液膜の厚みは変化すること

を考慮した腐食速度の予測方法を提案し、その年間腐食速度と年変動の傾向の再現性の

確認を行い、腐食速度の変動と石室内環境との関係について検討を行った。得られた主な

結果は以下に示す通りである。 

Hoerle の理論を基づいて、酸素の拡散限界電流から石室内空気中に設置する鉄製品の

腐食速度の推定が可能であり、腐食速度は溶存酸素の濃度とその拡散係数と比例し、鉄製

品表面の液膜の厚みと反比例することが分かった。石室内の酸素濃度が大きいほど腐食

速度が大きくなり、石室内の温度が高いほど溶存酸素濃度は小さくなり、溶存酸素の拡散

係数が高くなる。液膜の厚みが変化しない場合に、鉄製品の腐食速度の年変動は溶存酸素

濃度の変動傾向と一致しており、温度の上昇に伴い低下する。 

計測から、石室空気中に設置する炭素鋼試料一年目の年間腐食速度は約 0.001～

0.01mm/y で、夏に ACM センサの腐食速度が大きく変化し、腐食速度の最大値が生じて

いることが分かった。ACM センサの腐食速度は天井面の濡れ量と逆の傾向を示す時期が

多く、温度との関係はあまり有意ではないことが分かった。 

既存の腐食速度の予測モデルに基づいて石室内鉄製品表面の液膜の厚みの変化を考慮

した腐食速度の予測モデルを提案し、模擬古墳石室内の鉄製品の年間腐食速度の計算を

行った結果、測定値の腐食速度のオーダーを概ね再現でき、液膜の厚みがゼロとなる夏期

の一時期の腐食速度を除いて、腐食速度の変動傾向の予測が可能であることを確認した。

夏期に蒸発に伴い液膜の厚みと腐食速度はゼロの時期が存在するが、鉄製品表面の吸着

の影響を考慮することで、年間を通じた液膜の存在が再現できる可能性が考えられる。そ

れにより年間を通じた腐食進行の予測が可能にあると考えられ、今後の課題といえる。 
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6.2. 今後の課題 

本研究では埋蔵環境下における温湿度、結露性状、酸素と二酸化炭素濃度の年間変動性

状とその形成メカニズムを明らかにしてきた。しかしながら、石室天井面、床面に関する

解析結果から分かるように、石室壁面の結露性状の年間変動と形成メカニズムはまだ十

分に検討できていないといった課題が残る。石室に壁画がある場合、その変動を理解する

ことは極めて重要である。これにはいくつかの原因があると考えている。まず、石室とい

う狭い空間内における壁面の結露性状の計測は難しいこと。本研究では濡れセンサを用

いた壁面の結露量の年間における相対的な変化を把握することであり、濡れセンサの材

質は天井面の石板と違い、それぞれの水分移動特性が異なる。また、濡れセンサの出力は

センサ自体が結露するにより生じる、あるいは雨水により生じるのか判別しにくい。加え

て、数値解析では現実における壁面の結露水の形成と蒸発、落下に関する検討が困難であ

る。そのため、石室内壁面の結露性状についてより精度の高い検討を行う必要がある。 

また、古墳の上部の植生が石室内環境に及ぼす影響についても検討の余地が残る。通常

古墳は植生に覆われた林内に位置するので、地表面の枯葉層の季節変化による日射の透

過、雨水の透過、水分蒸発など特性が重要であるが、本研究では枯葉を熱および湿気の抵

抗として簡易的に考慮しており、植生の密度の違いが日射や雨水の透過特性に与える影

響や、これらが地盤内温湿度、ガス濃度に与える影響について検討が十分できていない。

従って、植生の影響を定量的に明らかにするためには、今後これらについて検討を進める

必要があるものと考えられる。 

なお本研究では、土壌物理学分野の理論を参考にして石室内酸素、二酸化炭素濃度の予

測モデルを構築したが、その精度の向上も必要である。例えば、現時点で石室内酸素濃度

の年間変動の傾向が概ね再現できたが、全体的に変動が小さく、また変動傾向の再現性が

低い時期が多い。現環境における鉄製品の腐食速度の観点から見れば精度は良いが、将来

的にほかの材質の遺物の劣化に対する精度の議論を行う際には、十分でない場合もある

と考えられる。そのような場合、遺物劣化に応じた精度およびモデルの改良が必要になる

と考えられる。 

最後に、第 5 章で検討した石室内の遺物表面に形成される液膜の年間変動の挙動は十

分に再現できていないことから、この再現性に関するより詳細な検討が今後必要である

と考えられる。また、石室内に存在する遺物に適した石室内環境の目標値とその制御方法

を明らかにすることも今後の課題と言えよう。 
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記号説明 

第 3 章

c：[J/kg], 材料の比熱 

𝜌：[kg/m3], 材料の密度  

𝜌𝑤：[kg/m3], 液体水の密度[kg/m3] 

T：[℃], 温度 

𝑇𝑤：[℃], 壁面表面温度 

𝜇：[J/kg], 水分化学ポテンシャル 

𝜇w：[J/kg], 壁面の水分化学ポテンシャル 

λ：[W/m·K], 熱伝導率  

𝜆′𝜇𝑔：[kg/m·s∙ (J/kg)], 水の化学ポテンシャ

ル勾配に関連する水分伝導率（気相）  

𝜆′𝑇𝑔：[kg/m·s K], 温度勾配に関連する水分

伝導率（気相）  

𝜆′𝜇：[kg / m·s∙(J/kg)], 水の化学ポテンシャ

ル勾配に関連する水分伝導率 

𝜆′𝑇：[kg/m·s∙K], 温度勾配に関連する水分

伝導率  

𝛾：[J/kg], 気液相変化熱 

g：[m/s2], 重力加速度 9.8  

φ：[m3/m3], 体積含水率  

𝑅𝑣：[Pa·m3/kg·K], 水蒸気の気体定数  

𝑃𝑣：[Pa], 水蒸気圧 

𝑃𝑉𝑠：[Pa], 壁面の水蒸気圧 

𝑃𝑉𝑟：[Pa], 石室内の水蒸気圧 

𝑅𝑊𝑈：[kg/ⅿ3·s], 樹木の根による吸水量 

𝑅𝑊𝑈(𝑧) ：[kg /ⅿ3], 土壌深度 z における樹

木の根による吸水量 

𝑘𝑅𝑊𝑈：[kg/kg (root)∙s], 単位質量当たり樹木

の根の最大の吸水速度 

𝑀𝑟(𝑧)：[㎏(root)/ⅿ3], 土壌深度 z における樹

木の根の質量密度 

𝛼(𝑇)  ：[-], 樹木の根の吸水に関する温度

の依存関数 

𝑔(𝜇)  ：[-], 樹木の根の吸水に関する水分

の依存関数 

𝜇50 ：[kPa], 根の水分吸収量が 50%減少し

たときの圧力水頭 

𝛼𝑜：[W/m2∙K], 地表面における対流熱伝達

率 

𝛼′𝑜：[kg /m2∙s∙Pa], 地表面における対流湿

気伝達率  

𝑞𝑠𝑜𝑙：[W/m2], 日射量 

𝑐𝛾: [J/m3∙K], 空気の容積比熱 

c′γ′: [kg/m3∙Pa], 空気の湿気容量  

V：[m3], 石室の容積 

𝑆𝑖：[m2], 壁面 i の面積 

𝑇𝑟：[K], 石室の気温 

𝑇𝑤,𝑖：[K], 壁面 i 表面の温度 

𝛼𝑟：[W/m2∙K], 壁表面の熱伝達率 

𝛼′𝑟：[㎏/m2∙Pa], 壁表面の湿気伝達率 

𝑋r：[kg/kg’], 石室空気の絶対湿度 

𝑋s,w：[kg /kg’], 壁表面温度𝑇𝑤に応じる飽和

絶対湿度 

𝐽𝑐𝑜𝑛：[kg/s], 壁面に累積結露量 

A𝑤：[m2], 壁面の面積 

𝑅𝐿：[m2∙K/W], 枯葉の熱抵抗 

𝑅’𝐿：[m2·s·Pa/kg], 枯葉の湿気抵抗 

𝛿：[m], 枯葉層の厚み 

𝜆′𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟：[kg/m∙s∙Pa], 枯葉の湿気伝達率 

𝑀𝑜𝑛𝑡ℎ：月分 

𝜆𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟：[W/m∙K], 枯葉の熱伝導率 

v：[m/s], 風速 

𝐿𝑒：ルイス数 

𝑐𝑝：[J/kg·K], 空気の比熱 

 

第 4 章： 

Y(z)：累積木の根の深度方向の割合（0～1）

β：フィッティング定数 

z：[m], 土壌深度 
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P(z)は地盤深度方向に木の根の分布関数 

𝑀𝑟(𝑧) ：[kg/m3], 深度ｚにおける木の根の

質量密度 

𝑀𝑟：[kg], 地盤内総木の根の質量 

𝐶𝑔,𝑟：[kg/m3(air)], 石室内 O2（CO2）の気相

濃度 

𝐶𝑔,𝑖：[kg/m3(air)], 石室壁表面における O2

（CO2）の気相濃度 

ℎ𝑖
′：[kg/m2∙s∙(kg/ m3(air))], 石室壁面と空気

の間の物質伝達率 

𝑅𝑟：[kg/s], 石室内木の根の呼吸による O2

の消費量（CO2の生成量） 

𝑅𝑚：[kg/s], 石室内微生物の呼吸による O2

の消費量（CO2の生成量） 

𝑅𝑚(𝐶𝑂2)：[kg(CO2)/s], 石室内部における

微生物の呼吸による CO2の生産量 

𝑅𝑟(𝐶𝑂2)：[kg (CO2)/s], 石室内侵入した木

の根の呼吸による CO2の生産量 

𝑘𝑚：[1/s], 微生物の呼吸係数 

𝑘𝑟：[1/s], 木の根の呼吸係数 

𝑀𝑚：[kg], 石室内微生物の質量 

𝑀𝑟：[kg], 石室内木の根の質量 

𝑓(𝑇)：[-], 生物呼吸の温度依存関数 

𝑅𝑄：[mol/mol], 呼吸商 

𝑀𝑜2：[g/mol], 酸素のモル質量 32 

𝑀𝑐𝑜2：[g/mol], 二酸化炭素のモル質量 44 

Cg：気相濃度 [kg/m3(air)] 

𝐶𝑙：液相ガス濃度 [kg/m3(water)] 

𝜃𝑔：気相空隙率 [m3(air)/m3(soil)] 

𝜑: 含水率[m3(water)/m3(soil)] 

𝐻：ヘンリー定数 

𝐹𝑑𝑔：[kg/m2(soil)s], 気相拡散による移動量 

𝐹𝑑𝑙：[kg/m2(soil)s], 液相拡散による移動量 

𝐹𝑎𝑙：[kg/m2(soil)s], 液相移流による移動量 

𝑈：[kg/m3(soil)s], 木の根の吸水によるガス

の変化量 

𝑅：[kg/m3(soil)s], 土壌呼吸によるガスの消

費量（生産量） 

𝐷𝑔,𝑎：[m2/s], 空気中ガスの拡散係数 

𝑓𝑔：[-], 土壌内ガス気相拡散減衰因子 

∅：[m3/m3], 土壌の空隙率 

𝐷𝑔𝑜：[m2/s], 標準状態下空気中ガスの拡散

係数 

𝑇𝑂：標準状態下の温度 273.16K 

𝑃𝑂：標準状態下の気圧 101.3 kPa 

𝐷𝑙,𝑠：[m2/s], 土中の水中の液相拡散係数 

𝑓𝐿：[-], 土壌内ガス液相拡散の減衰因子 

𝐷𝐿𝑜：[m2/s], 標準状態下液水中の液相拡散

係数 

𝐽𝑙：[kg(water)/m2(soil)s], 材料内水分移動フ

ラックス 

R𝐶𝑂2(𝑧)：[kg(CO2)/m3(soil)s], 土壌深度 z に

おける土壌呼吸による二酸化炭素の生産

量 

R𝑚,𝑜(𝑧)：[kg(CO2)/m3(soil)s], 最適な条件下

（20℃）土壌深度ｚにおける微生物の呼吸

速度 

𝑅𝑟,𝑜(𝑧)：[kg(CO2)/m3(soil)s], 最適な条件下

（20℃）土壌深度ｚにおける木の根の呼吸

速度 

𝑓(𝑇)：土壌呼吸の温度依存関数 

𝑔(𝜑)：土壌呼吸の含水率依存関数 

𝑅𝑚,𝑜：[kg(CO2)/m3(soil)s], 地表面有機質層

（Humus layer）における微生物呼吸速度 

ℎ(𝑧)：微生物呼吸の深度分布関数 

Ａ：ℎ(𝑧)関数のフィッティング定数 

𝑀𝑟,𝑓(𝑧)：[kg /m3], 土壌深度ｚにおける細根

の密度 

𝑀𝑟,𝑐(𝑧)：[kg /m3], 土壌深度ｚにおける粗根

の密度 

𝑘𝑟,𝑓：[1/s], 細根の呼吸係数 

𝑘𝑟,𝑐：[1/s], 粗根の呼吸係数 

Q10：土壌呼吸の温度依存関数温度𝑓(𝑇)の

フィッティング定数 
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第 5 章： 

𝑘：[1/s], 反応速度 

𝑆𝐹𝑒𝑜𝑜𝐻：[site/m2], さび層中ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の濃

度 

[𝐻+]：[mol/m3], 液膜中𝐻+の濃度 

𝛽：[-], さび中ɤ − 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻の割合  

휀：[-], さび層空隙率 

𝜏：[-], さび層屈曲度 

𝐹：[C/mol], Faraday定数 9.6485e4 

𝑛：[-], 酸素還元電子の数  

𝐷𝑜2：[m2/s]液膜内酸素拡散係数  

𝐷𝐹𝑒：[m2/s], 液膜内 Fe2+拡散係数 

𝐶𝑜2：[mol/m3], 溶存酸素濃度  

𝐶𝑠𝐹𝑒：[mol/m3], 表面の Fe2+濃度  

𝐶𝐹𝑒：[mol/m3], 液膜中 Fe2+濃度  

𝛿𝐹𝑒：[m], Fe2+の拡散厚さ  

𝑑：[m], 液膜厚さ 

𝑑𝑒：[m], 液膜厚さ 

𝑉𝐹𝑒：[m3/mol], Fe のモール体積7.1 × 10−6  

𝐶𝑅: [mm/year], 腐食速度 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟: [A/m2], 腐食電流 

𝑡：[s], 腐食時間（t=3600s） 

𝑀𝑑𝑟𝑜𝑝：[kg/m2],天井面の落下水 

𝑘：[-],天井面から落下水の割合 

𝑀𝑚𝑎𝑥：[kg/m2], 天井面蓄積の最大液水量 

𝑀𝑚𝑎𝑥=2.14 

 𝐽𝑑𝑟𝑜𝑝 : [㎏/s], 天井面からの落下水が鉄試

料表面に流れる量  

 𝐷𝑑𝑟𝑜𝑝： [ｍ ], 水滴の最大直径  𝐷𝑑𝑟𝑜𝑝 =

0.014m 

L：[ｍ], 鉄製品試料の幅 L＝0.06[m] 

 ∆𝑂𝐿𝑊𝑆−3: LWS-3 の出力の増加量[-] 

𝑂𝑚𝑎𝑥、 𝑂𝑚𝑖𝑛：濡れセンサの出力の上下限

𝑂𝑚𝑎𝑥 =1023、𝑂𝑚𝑖𝑛 =450）
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付録 

付録 1：濡れセンサーと狭い密閉空間の結露性状の実験検討 

1.1. 実験の背景と目的 

模擬古墳の石室内に濡れセンサーの出力結果には以下のような不明な点が存在する： 

① 濡れセンサー濡れた境界出力値は 450 と判断するのは正しいかどうか。 

② 模擬古墳石室内天井面に設置した濡れセンサーは天井面と完全に接触していなく、

隙間が存在する。その隙間の影響については不明だ。 

③ 夏に、天井面は床面温度より高い、天井面付近に設置した濡れセンサーの出力は濡れ

境界値より高く状態を続いていった。つまり濡れセンサーは結露することを示す。

（天井面温度は高いと、天井面付近に設置した濡れセンサーは結露しにくいと考え

おりる） 

以上の疑問点を明らかするために、実験室で石室の温湿度環境を模擬して、濡れセンサ

ーと石室天井面の結露状況を検討する。実験の目的は以下である： 

① 濡れセンサー表面が濡れた時の境界出力値の確認 

② 天井面と接続する場合と隙間がある場合の結露状況の差異 

③ 天井面温度は床面温度より高い場合で、水蒸気の供給場所、温度は天井面の結露性

状に与える影響の確認 

 

1.2. 実験の方法と装置 

図付 1-1 に示すように、アクリルケースを用いて模擬古墳の石室のような狭い密閉な空

間を作る。ケースの底部温度は恒温水槽で制御し、ケース上部と周りの温度は実験室の空

調で制御する。ケース内に水を用いて相対湿度は 100％の環境を作る。 

ケース表面と濡れセンサー表面の温度は熱電対で測り、ケース内各場所の温湿度は温

湿度計で測る。結露状況は濡れセンサーを用いて検討する。濡れセンサー周りの空気の絶

対湿度はセンター表面の飽和絶対湿度より高いと、センター表面を結露すると判断する。 

 

図付 1-1、実験装置の見取図       
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1.3. 実験の内容と結果 

1.3.1．Case 1: 

① 実験目的： 

天井面温度は床面温度より高い場合で、天井面の結露性状に与える影響の確認。 

② 実験条件の設置： 

⚫ 図付 1-2. a に示すように、三つの濡れセンサーを設置する。LWS-1 は天井面付近で吊

り下げる状態で、LWS-2 は天井面と隙間がある状態で、LWS-3 は天井面と接触する

状態である。 

⚫ 恒温水槽の設置温度は 16℃、実験室の設置温度は 20℃、天井面温度＞床面温度の環

境を作る。 

⚫ 図付 1-2.b に示すように、水トレーはケースの上部に放置し、トレー内は水を加熱す

る装置がある。実験は二段階で行い、第一段階（前 48 時間）は水トレー内の水を加

熱しない状態で行い、第二段階（後 48 時間）は水を加熱する状態になる。 

   

(a)濡れセンサーの設置             (b)水トレーの設置 

図付 1-2、CASE1 の実験条件の設定 

③ 実験結果 

水を加熱しない場合： 

図付 1-3 は水を加熱しない場合 48 時間後ケースと濡れセンサーの写真である。48 時間

後ケースの床面だけを結露していた、それ以外の内側表面は結露していない（図付 1-3.a）。

その期間に三つの濡れセンサーの出力は図付 1-4 に示すように、基本的に 450 の上下に

維持していった。6 月 11 日後 LWS-2 の出力は急に上がたの原因は、図付 1-3.b に示すよ

うに LWS-2 センサーが水トレーに落ちたためである。 

図付 1-5.a に示すように、その期間の LWS-1 表面の飽和水蒸気圧はその付近の空気の

水蒸気圧より高く、LWS-1 は結露しないと考えてられる。図付 1-5.b に示すように、その

期間の LWS-2 と LWS-3 の表面の飽和水蒸気圧はその付近の空気の水蒸気圧より高く、

LWS-2 と LWS-3 も結露しないと考えてられる。 
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（a）ケース正面の写真         （b）ケース天井面の写真 

図付 1-3、48 時間後（水を加熱しない）の写真 

 

 

図付 1-4、Case 1 濡れセンサーの出力 

  

              (a) LWS-1                  (b) LWS-2 と LWS-3 

図付 1-5、濡れセンサー表面の飽和水蒸気圧と天井面付近の空気の水蒸気圧 

 

水を加熱する場合： 

図付 1-6 は水を加熱した後 48 時間の写真である。図付 1-6.に示すように、床面以外、
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ケースの上部の内側表面も結露していた。図付 1-6.d から LWS-1 と LWS-2 の表面はあま

り濡れた状態を見られなく、一方、LWS-3 の表面は有意な滴りが見られる（図付 1-6.e）。

その期期間の濡れセンサーの出力は図付 1-4 に示すように、水を加熱すると、水の温度は

20℃から 23℃ぐらいまで上昇してきった。それに伴い、濡れセンサーLWS-1 と LWS-3 の

出力は上がってきた。LWS-3 の上昇速度が大きく、24 時間後 700 ぐらいまで上昇した。

で 24 時間後 LWS-1 出力は 530 ぐらいまで達した。LWS-2 の出力はほとんど変化しなか

った。 

水蒸気圧の判断から、三つの濡れセンサー表面の飽和水蒸気圧はその付近の空気の水

蒸気圧より高いから、結露しにくいと判断すると考えられる（図付 1-5）。それとセンサ

ーの出力からの判断と矛盾になる。天井面付近の空気の温湿度を測るセンサーは水トレ

ーの真上ではなく、ちょっとずれた。温かい水蒸気はその真上の濡れセンサーを加熱し、

濡れセンサー表面の温度はその傍に設置する温湿度計の温度より高くなる可能性がある。

それによって、濡れセンサー周りの空気の水蒸気圧はセンター表面の飽和水蒸気圧より

低くなると考えられる。 

  

(a) ケースの正面写真                (b) ケースの天井面写真  

   

(c)ケースの左側面写真        (d)  LWS-1 の写真      (e) LWS-2 と LWS-3 の写真 

図付 1-6、水を加熱した 48 時間後の写真 

 

1.3.2．Case 2: 

① 実験目的： 
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天井面温度は床面温度より高い場合で、水蒸気の供給場所は天井面の結露性状に与え

る影響の確認。 

② 実験条件の設置： 

⚫ 濡れセンサーの設置と温度の設置は CASE1 と一致する。 

⚫ 図付 1-7 に示すように、水トレーはケースの底部に放置し、トレー内は水を加熱する

装置がある。実験の前 24 時間には水トレー内の水を加熱しない状態で行い、後 24 時

間は水を加熱する状態になる。 

 

図付 1-７、Case 2 の実験条件の設定 

 

③ 実験結果： 

水を加熱しない場合： 

水を加熱しない場合では、ケースの床面以外の内表面を結露しない(図なし)。三つの濡

れセンサーの出力は図付 1-8 に示すように、基本的に 450 の上下に維持していった。図付

1-9 に示すように、その期間の LWS-1、LWS-2 と LWS-3 表面の飽和水蒸気圧はその付近

の空気の水蒸気圧より高く、LWS-1、LWS-2 と LWS-3 は結露しないと考えてられる。 

水を加熱する場合： 

 水を加熱した 24 時間後のケースの写真は図付 1-10 に示す。ケースの内表面にはほぼ

結露していた。その期間の濡れセンサーの出力は図付 1-8 に示すように、水を加熱する

と、水の温度は 19℃から 23℃ぐらいまで上昇してきった。それに伴い、三つの濡れセン

サーの出力は上がってきた。LWS-3 の上昇速度は一番大きく、次は LWS-1 であり、LWS-

2 の上昇幅は一番低いである。図付 1-10. ｄ、e、f それぞれは LWS-1、LWS-2 と LWS-3

の結露状態を表す。目視で結露の程度とセンサーの出力の大きさを合わせると考えられ

る。 

図付 1-9.a に示すように、加熱した後、LWS-1 付近の空気の水蒸気圧はセンター表面の

飽和水蒸気圧より高くなり、センター表面は結露になると考えられる。図付 1-9. b に示す

ように、天井面付近空気の水蒸気圧は LWS-3 表面の飽和水蒸気圧より高く、この結果か

ら判断すると、LWS-3 表面は結露していった。天井面付近空気の水蒸気圧と LWS-2 表面



  

140 

 

の飽和水蒸気圧の差を用いて LWS-2 表面の結露を判断すると、LWS-2 表面は結露してい

なかった。しかし、LWS-2 と天井面少しずれ、天井面よりちょっと下ですから、LWS-2 付

近空気の温度と水蒸気圧は天井面付近より高い可能性があると考えられる。 

 それ以外、図付 1-10. f から、LWS-3 表面と天井面内表面の結露状態と近いことが分か

った。つまり、天井面と完全に接触する濡れセンサーは大分天井面の結露状況を反映でき

ると考えられる。 

 

図付 1-8、CASE2 の濡れセンサーの出力 

 

  

(a) LWS-1                             (b)LWS-2 と LWS-3 

図付 1-9、表面の飽和水蒸気圧と天井面付近の空気の水蒸気圧 
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(a)ケースの正面写真            (b)ケース左側写真 

  

(c)ケースの天井面写真              (d)ケース床面写真 

   

(d) LWS-1 写真         (e) LWS-2 写真            (f)LWS-3 写真 

図付 1-10、水を加熱した 24 時間後の写真 

 

1.4. まとめ 

⚫ 濡れセンサー表面が濡れた時の境界出力値はほぼ 450 であることが分かった。 

⚫ 天井面温度は床面より高い場合に、床面を結露しやすく、天井面が結露しにくい。 

⚫ 水蒸気の供給温度と場所はケースの上部表面の結露性状に影響を及ぼすことが確認

された。水蒸気の温度が天井面より低い時に、ケースの上部表面は結露しにくい。水

蒸気の温度が天井面より高くなると、水蒸気圧の供給場所の周りとそれより高い所

が結露しやすくなる。 

⚫ 天井面と完全に接触する濡れセンサーの出力と隙間がある濡れセンサーの出力は大

分違う。完全に接触する濡れセンサーの結露状態は天井面の結露状態と近い。  
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付録 2：地盤水分特性曲線と不飽和透水係数の実験 

1. 測定概要 

測定は表付 2-1 に示めすように、深度 10 cm、15m -A、15 cm-B、1 m 四つの土試料を行

い、その内に 10 cm と 15 cm-B は Hyprop 装置を用いて蒸発法で測定したものであり、15 

cm と 1 m の方は安井がマルチステップ法で測定したものである。土の飽和透水係数の測

定は 2015 年安井が定水位法で行った。 

表付 2-1、土の水分特性曲線の測定方法 

土試料 測定方法 

10 cm 蒸発法 

15 cm-A マルチステップ 

15 cm-B 蒸発法 

1 m マルチステップ 

 

2. 測定結果 

土の飽和透水係数の結果は表付 2-2 に示している。推定した土の水分特性曲線と不飽和

透水係数それぞれは図付 2-1 と図付 2-2 に示し、その推定モデルに関するパラメータは表

付 2-3 に示している。異なる深度の土試料の推定値のバラツキが大きく、同じ深度の土試

料でもバラツキが大きいことが認められた。 

表付 2-2、土の飽和透水係数の測定結果（安井） 

土試料 測定方法 

15 cm 5.84e-5 

1 m 1.35e-5 

120 cm 1.06e-4 

 

 

図付 2-1、地盤土壌の水分特性曲線 
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図付 2-2、地盤土壌の不飽和透水係数 

 

表付 2-3、土の水分特性曲線に関するパラメータ 

パラメータ 𝜃𝑠 𝜃𝑟 𝛼 n 

10 cm 0.58 0.05 0.186 1.2 

15 cm-A 0.39 0.0001 0.001 1.43 

15 cm-B 0.45 0.001 0.1 1.15 

1 m 0.43 0.05 0.012 1.35 
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付録 3：枯葉の湿気伝導率の測定 

1. 測定概要 

枯葉の湿気伝導率は JIS1324-1995 記載されたカップ法で測定する。測定試料の寸法は

100 mm×100 mm×30 mm、有効透湿面積は 70 mm×70 mm である。測定の装置は図付 3-1 に

示すように、カップ内塩化カリウム水溶液を用いて 85%に保持し、カップは温度 23℃、

相対湿度 53%を維持するデシケーター内を放置する。時間をとともにカップの重量を測

り、その重量と試料上下の水蒸気圧差から湿気伝導率は式付 3-1 に示すようにを算出する

ことである。 

λ′ =
𝐺

𝐴Δ𝑃
𝑑             式(付 3-1) 

ここで、λ′は湿気伝導率[kg/m∙s∙Pa]、G は単位時間当たりの透湿量[kg/s]、A は透湿面

積[m2]、Δ𝑃は試料上下の水蒸気圧差[Pa]、d は試料の厚さ[m]。 

  

a．カップと試験体の寸法            b.測定用デシケーターと天平 

図付 3-1、枯葉の湿気伝導率の測定装置 

2.測定結果 

時間に伴いカップの重量の変化は図付 3-2 のように示し、計算した枯葉の湿気伝導率

は約 9.77×10-11[kg/m∙s∙Pa]である。 

 

図付 3-2、測定時間に伴い試験体の重量変化 
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付録 4：模擬古墳における土中微生物の呼吸に関する実験 

三つの実験が行った。 

実験 A は異なる温度条件下における模擬古墳における土内微生物の呼吸による二酸化

炭素の生産速度と酸素の消費速度を計測することである（安井、2015）。 

実験 B は模擬古墳における異なる深度の土内微生物呼吸による二酸化炭素の生産速度

と酸素の消費速度を計測することである。 

実験 C は擬古墳における地表土は異なる含水率の条件下に微生物呼吸による二酸化炭

素の生産速度と酸素の消費速度を計測することである。 

 

1. 実験 A 異なる温度条件下に地表土試料における微生物呼吸強度 

1. 1．実験概要 

実験 A は異なる温度条件下における模擬古墳における土内微生物の呼吸による二酸化

炭素の生産速度と酸素の消費速度を計測することである。安井が微生物の活動の温度依

存性を同定することをまだ行わなかった。ここでは、実験の結果から微生物活動の温度依

存性を同定する。 

表付 4-1 に実験の試料と条件を示し、実験は 0℃、20℃と 40℃三つの温度条件下地表土

と石室床面土（深度約 150 cm）という二種類の土を行った。実験の方法と装置は図付 4-

1 に示すように、土試料は密閉なデシケーター内に放置され、デシケーターは恒温恒湿イ

ンキュベーターで放置され、温度はコントロールされ、時間変化に伴いデシケーター内の

酸素濃度の変化量を検出することである。この実験は安井(2015)が実施した。 

  

(a)                                       (b) 

図付 4-1、実験装置 

 

表付 4-1. 実験の試料と条件 

Soil category Case A (0℃) Case B (20℃) Case C (40℃) 

地表土（SS） SS-A SS-B SS-C 

石室土（SF） SF-A SF-B SF-C 
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1.2. 実験結果 

図付 4-2a に実験温度が安定した後（地表土は 1000 分後、石室床面土は 300 分後）に実

験経過時間に伴い地表土を測定しているデシケーター内酸素濃度と二酸化炭素濃度の変

化を示している。計測の酸素、二酸化炭素濃度の結果は体積分率[％]である。0℃の温度

条件下酸素濃度はほぼ 20%に維持し、20℃の温度条件下に、酸素濃度は約 18%まで低下

し、40℃の温度条件下は 16%まで低下したことが確認された。温度が高いほど、酸素の

減少量と二酸化炭素の増加量が大きく、40℃の温度条件下二酸化炭素濃度は 4000mins 頃

にセンサーの上限（1%）に超えた。 

図付 4-2b に石室床面土の計測結果を示し、0℃の温度条件下に酸素濃度はほぼ 20%の

レベルに維持していったが、20℃の条件下に酸素濃度が少し増えて、また、20%以上に維

持していった。これは酸素濃度の変化量を正しく計測出来なかったと考えられる。40℃の

温度条件下に、酸素濃度は実験時間を伴い約 18.5%まで低下したことが確認された。二酸

化炭素の方は 0℃の場合ではあまり変化しなく、20℃と 40℃の場合ではほぼ同じのレベ

ルに約 0.015%まで増加し、地表土と比べると、石室床面土の二酸化炭素濃度の増加量は

かなり小さいこととが認められた。 

 

(a)地表土 

 

(b)石室床面土 

図付 4-2、実験期間デシケーター内酸素濃度と二酸化炭素濃度の変化 
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酸素の消費速度[kg(O2)/m3(soil)s]と二酸化炭素の生産速度[kg(CO2)/m3(soil)s]を検討する

ために、計測した酸素の体積分率[%]は理想気体の状態方程式から質量濃度[kg/m3]に変更

する。変更後の地表土の酸素、二酸化炭素の質量濃度それぞれは図付 4-3 に示す。 

表付 4-2 にそれぞれケースで計算した酸素の消費速度と二酸化炭素の生産速度を表し

ている。地表土の場合では酸素の消費速度は 3000mins と 1000mins の酸素質量濃度の差

からを計算し、二酸化炭素の生産速度は 4000mins 前の二酸化炭素の質量濃度の増加量か

ら計算する。石室土の場合で、実験データが不十分で、酸素の消費速度と二酸化炭素の生

成速度を計算できてらず。 

 

(a)酸素 

 

(b)二酸化炭素 

図付 4-3、実験期間デシケーター内酸素、二酸化炭素質量濃度の変化（地表土） 

 

表付 4-2. 異なる温度条件下地表土における微生物呼吸による CO2生産速度と O2消費速度の測定結果 

Temperature 0℃ 20℃ 40℃ 

O2 consumption rate [kg(O2)/m3s] 1.46e-7 1.15e-6 4.69e-6 

CO2 production rate [kg (CO2)/m3s] 1.82e-7 1.73e-6 8.8e-6 
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2. 実験 B 異なる深度の土試料における微生物呼吸強度 

2.1．実験概要 

実験 B は模擬古墳における地表土と深度 30 ㎝における土の微生物呼吸による CO2 の

生産速度を測定することである。実験装置は図付 4-4 に示すように、土試料はガラストレ

ー（体積は 100 ml）に置き、ガラストレーは密閉なデシケーター内(体積 18500ml)に放置

する。デシケーター内は CO2 センサーで CO2 濃度と温湿度センサーで温湿度を測る。ま

た、土試料の温度は熱電対で測る。デシケーターは恒温実験室(22℃)で放置する。 

 

図付 4-4、実験装置 

2.2．実験結果 

実験結果は表付 4-3 に示している。 

表付 4-3. 異なる深度の土における微生物呼吸による CO2生産速度の測定結果(22℃) 

 CO2生産速度 [kg (CO2)/m3s] 

地表土 2.3e-6 

深度 30 ㎝土 5.57e-7 

 

3. 実験 C 異なる含水率土試料における微生物呼吸強度 

3.1．実験概要 

実験 C は擬古墳における地表土は異なる含水率の条件下に微生物呼吸による二酸化炭

素の生産速度と酸素の消費速度を計測することである。八個の土試料は 10℃の環境下に

異なる時間を乾燥させ、異なる含水率状態を得られる。密閉なデシケーター内 24 時間の

CO2生産量から CO2生産速度を求める。 

 

3.2．実験結果 

土試料の含水率とその CO2生産速度の測定結果は表付 4-5 に示している。No.1 の CO2

生産速度を基準として、CO2の生産速度の標準化して、図付 4-5 に示すような異なる飽和

度条件下に土試料の標準化した CO2の生産速度が得られる。その標準化した CO2 の生産

速度から水分の依存関数 f(φ)を作る。水分の依存関数 f(φ)は式付 4-1 に示している。 
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表付 4-5、異なる含水率の地表土における土試料の CO2 の生産速度の測定結果 

Sample 実験初期条件 実験中の含水率 飽和度 CO2 生産速度 

No.1 Dry 0 h under 10℃ 0.262 0.524 5.38E-06 

No.2 Dry 32 h under 10℃ 0.187 0.374 3.43E-06 

No.3 Dry 72 h under 10℃ 0.132 0.264 3.10E-06 

No.4 Dry 91 h under 10℃ 0.135 0.269 3.07E-06 

No.5 Dry 48 h under 10℃ 0.172 0.343 4.48E-06 

No.6 Dry 0 h under 10℃ 0.313 0.783 4.75E-06 

No.7 Dry 0 h under 10℃ 0.249 0.624 4.12E-06 

No.8 Dry 0 h under 10℃ 0.364 0.909 3.90E-06 

 

 

図付 4-5、異なる飽和度条件下に土試料の標準化した CO2の生産速度 
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