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1.  はじめに 
 
トンネルやダムなどの建設工事現場から発生する濁

水は，通常，凝集剤を使用して沈降汚泥と上澄み液に

固液分離され，沈降した SS（浮遊物質）はフィルター

プレス等で脱水して脱水ケーキとして排出・処分され

る。その際，放流される上澄み液は使用した凝集剤の

成分によって周辺の自然環境への影響が懸念される場

合がある。また，脱水ケーキは産業廃棄物として処分

される場合が多いが，近年その捨て場の確保がむずか

しく，処分場があっても処分費が高いことが問題とな

っている。 
したがって，濁水処理では，排水される放流水が周

辺環境に悪影響を及ぼさないこと，排出される脱水ケ

ーキはその現場内でできるだけ再利用することが重要

となる。 

そこで，筆者らは環境負荷の少ない濁水処理を目指

し，実際のトンネル建設工事現場において，天然素材

であるキトサン凝集剤を用いて自然にやさしい濁水処

理性能を実証し，かつ現場に適用した。また，その際，

発生する脱水ケーキについては生育基盤材（植栽土）

としての適用性を検討し，法面緑化試験により実証し

たので併せて報告する 1,2）。 

  

2.  環境に優しい濁水処理技術 
 
建設現場における濁水処理にあたっては，掘削等で

実際に発生する濁水を試料として用い，実験室内のジ

ャーテスト等により選定した凝集剤の凝集効果を予め

確認することが重要である。本研究でもキトサン凝集

剤の予備試験の結果を踏まえて処理設備の仕様設計を

行った。 

2.1  キトサン凝集剤 

多糖類のキトサン（ポリ-β1→4-グルコサミン）は，

水産廃棄物であるエビやカニ殻を原料としてキチン

（ポリ-β1→4-N-アセチルグルコサミン）がまず抽出

され，それを中間原料として製造される 3）。キチンは

20 世紀最後のバイオマス資源として注目され，地球上

で生合成される量は，1,000 億トン/年と推定されてい

る 3）。キトサンとは，キチンをアルカリで処理すると

アセチル基が除かれ，主として D-グルコサミン単位か

らなる高分子で，酸性溶液には溶解しやすくなる 3）。

キトサンは現在，国内では主にベニズワイガニの甲殻

を原料に 500～600 トン/年が製造されている 3）。 
一方，図－１に示すように，各産業分野ですでに利

用されており，各種動物に対する毒性試験（マウスに

対する亜急性毒性・慢性毒性，ニジマスに対する経口

投与試験，変異原性試験，ラットに対する急性毒性，

ウサギに対する発熱性・溶血性，モルモット皮膚感作，

人に対する過剰摂取・長期摂取・アレルギー試験な

ど）によって安全性は確認されている 4,5）。以上のよう

なキトサンの安全性に関する情報は，キトサン凝集剤

を現場の濁水処理で使用する上で一つの判断材料とな

った。キトサン凝集剤を写真－１に示す。 
 

 

図－１ 各産業分野におけるキトサンの利用状況 

Fig.1 Utilization of chitosan in various industry 
＊１ 技術センター 土木技術研究所 水域・環境研究室 

殻・甲羅

キチン

キトサン

農業用

医療用

化粧品用

食品用

特定保健用

衣料用

工業用

人工皮膚/DDS

土壌/葉面散布剤

凝集剤

グルコサミン

保水剤

増粘安定剤

抗菌性/消臭

殻・甲羅

キチン

キトサン

農業用

医療用

化粧品用

食品用

特定保健用

衣料用

工業用

人工皮膚/DDS

土壌/葉面散布剤

凝集剤

グルコサミン

保水剤

増粘安定剤

抗菌性/消臭



大成建設技術センター報 第 43 号(2010) 

58-2

 

 
 

 
 
 
 
 

写真－１ キトサン凝集剤 

Photo 1 Chitosan flocculant 
 
2.2  凝集剤の性能評価試験（ジャーテスト） 

建設工事で発生する濁水はコンクリートの影響を受

けたアルカリ廃水である場合が多く，本研究でも濁水

は pH 8～pH 12 の範囲であった。また，SS は 3,000～
5,000mg/L の範囲であった。一方，処理水は排水基準

にしたがって放流する必要があることから，凝集剤の

性能評価としては pH を 5.8～8.6，かつ SS を 25 mg/L
以下にすることが重要である。室内での予備試験では

濁水を塩酸（現場では炭酸ガス使用）で中和処理した

後に，反応（攪拌）時間や静置（滞留）時間を検討し

つつ，SS が極小（SS：25 mg/L 以下）となるキトサン

凝集剤の添加適量を決定した。凝集性のほか，フロッ

ク形成能，沈降性なども評価対象とした。 
実際のトンネル建設工事現場で発生した濁水を試験

水としてキトサン凝集剤を添加したジャーテストを実

験室で行った結果を図－２に示す。また，参考までに

模擬濁水（赤土）に対する凝集沈降性の状況を写真－

２に示す。キトサン添加後の濃度が 3 mg/L 以上で SS
を数 mg/L 以下にすることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－２ キトサン凝集剤の性能 

Fig.2 Characteristic of chitosan flocculant 
 

2.3  トンネル建設工事現場 A および B の濁水処理 

 掘削工事で発生する濁水の成分は，地山の変化に伴

い大きく変化する。また，濁水処理では原水の濁度や

発生濁水量が時々刻々と変動する不安定な条件下で，

排水基準を満たす処理水を維持する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－２ キトサン凝集剤の凝集沈降性 

（左：処理前，右：処理後） 

Photo 2 Sedimentation of chitosan flocculant 
（left：before treatment， 

right：after treatment） 
 
ジャーテストの結果に基づいて決定したキトサン凝

集剤による濁水処理設備の仕様を表－１に示す。 

 

 

表－１ 濁水処理設備の仕様 

Table 1 Condition of turbid water treatment facility 

 
現場 A における濁水処理フローの概要図を図－３に

示す。前処理として沈砂池にて濁水中の粒径 75 μm
以上の粒子を除去した。現場 B ではこの工程を省いた

が，凝集性能に大きな差異は見られなかった。沈砂池

からポンプアップした濁水は原水槽に一旦貯留した。

原水は処理前に炭酸ガスにて中和処理後，凝集反応槽

でキトサンの所定量を添加し，約 5 分間反応させた。

その後，凝集沈降槽で汚泥を沈殿させ，清澄な上澄み

液は排水（放流）し，汚泥は一旦貯泥槽に移し，その

後フィルタープレスにより脱水ケーキとして排出した。 
原水槽に流入する濁水を写真－３に示す。また，現

場 B では処理水を放流する前に写真－4 に示すように

最終放流水槽の中で金魚を飼育することで，処理水の

生物への影響を常時モニタリングしながら放流した。

放流水は排水基準を満たすだけでなく，二重のチェッ

クにより生物への直接的な影響にも配慮した。 
表－１に示した仕様を基本として現場 A では発生す

る工事濁水を，通常は PAC（ポリ塩化アルミニウム）

凝集剤および高分子凝集剤の 2 剤（以下， PAC 凝集剤

と表記する）を使って処理するが，図－４に示すよう

にキトサン凝集剤のみ（2～7mg/L）で 14 か月間に亘 

・原水の浮遊物質濃度（SS）：3,000～5,000mg/L
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図－３ 濁水処理フロー 

Fig.3 Flow chart of turbid water treatment 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

写真－３ 濁水の原水槽への流入 
Photo 3 Turbid water into storage tank 

 
 
 
 
 
 
 

 

写真－４ 金魚による処理水のモニタリング 

Photo 4 Biological monitoring of treated water 
 

 
図－４ キトサン凝集剤による濁水処理性能 

Fig.4 Effect of turbid water treatment by chitosan flocculant 
 

り連続的に処理することができた。すなわち，処理水

量，原水 pH，水温，濁度の変化にかかわらず，本濁水

処理により放流水は排水基準以下に維持することがで

き，所期の性能を達成することができた。 

2.4  濁水処理システムのライフサイクルアセスメン

ト（LCA） 

現場 A を例としてキトサン凝集剤を用いた濁水処理

システムの CO2 排出量（LCCO2）について，従来の

PAC 凝集剤の場合と比較評価した 6,7）。 

評価の対象は，当該トンネル工事のうち濁水処理に

関わる事項のみとした。ライフサイクルは設備設置か

ら運用，設備解体までとし，期間は 4 年とした。脱水

ケーキの廃棄は，キトサン凝集剤の場合，現地で生育

基盤材として利用し，PAC 凝集剤の場合は，脱水ケー

キを最終処分場まで 100km 輸送する条件とした。なお，

本評価では濁水処理設備の解体物は中間処理場への輸

送までとした。 
濁水処理システムの機器および装置の製造，設置，

廃棄におけるインベントリ分析には，経済産業省の環

境調和型水処理技術ガイドライン 8）に示された原単位

を用いた。また，キトサン凝集剤の原単位は，製造者

へのヒアリングにより，5.66kg-CO2/kg と設定した。そ

の他の原単位は文献に準拠して算出した 9～11）。 

キトサン凝集剤および PAC 凝集剤を各々用いた場合

の LCCO2 を設備設置，運用，設備解体に分別して算定

したところ，設備設置および解体時の CO2 排出量には

大きな差異はみられなかった。しかしながら，運用時

の CO2排出量は約 29％削減していた。この CO2排出量

の内訳を消費材料，電力，廃棄物処分に分別した結果

を図－５に示す。PAC 凝集剤の場合は運用時全体の

28％が脱水ケーキの最終処分のための輸送に起因して

いた。  

 

 

図－５ 濁水処理設備運用時の CO2排出量の比較 
Fig.5 Comparision of CO2 emission on operating term of  

the facility 
 

3.  脱水ケーキの生育基盤材への利用技術 
 
濁水処理で排出される汚泥は通常，フィルタープレ

ス等の脱水機により脱水ケーキとし，廃棄物処分され

る。本研究では，キトサン凝集剤で処理した脱水ケー

キを生育基盤材へ利用することを目的に植物への影響
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を種々検討した。その結果に基づき，トンネル建設工

事現場 B に仮設の法面緑化試験区を設けて脱水ケーキ

の生育基盤材としての適用性を検証した。 
3.1  キトサン脱水ケーキの性状 

現場で発生した濁水（泥性堆積岩のズリを含む）を

キトサン凝集剤で処理した脱水ケーキ（以下，キトサ

ン脱水ケーキ）と， PAC 凝集剤および高分子凝集剤で

処理した脱水ケーキ（以下，PAC 脱水ケーキと表記す

る）の 2 試料について各々の性状を検討した。キトサ

ン脱水ケーキを写真－５に示す。 

 

 
 
 
 
 
 

写真－５ キトサン脱水ケーキ 

Photo 5 Dewatered slugde cakes containing 
 chitosan flocculant 

 

キトサン脱水ケーキおよび PAC 脱水ケーキの性状を

把握するために含水比を測定したところ，各々88％お

よび 78％であった。また，風乾・粉砕後，篩により粒

径 20mm 以下に調整した試料について，飽和透水係数，

有効水分，ｐH，電気伝導度（EC），陽イオン交換容量

（CEC）などの項目を分析した。 

キトサン脱水ケーキ，PAC 脱水ケーキの物理および

化学特性値を表－２に示す。各試料の分析値を｢緑化事

業における植栽基盤整備マニュアル｣12）における土壌

分析結果の分級（ランク付け）と比較すると，両試料

とも有効水分は｢優｣であるが，その他の評価因子は｢不

良｣または｢極不良｣であった。生育基盤材として利用す

るには有機性資材の適量添加の必要性が示唆された。 

 

表－２ 脱水ケーキの性状 

Table 2 Characteristics of dewatered slugde cakes 

 
 

3.2  コマツナおよび園芸植物の発芽・生育試験 

コマツナの発芽試験ではキトサン脱水ケーキと PAC
脱水ケーキの各々を客土したプラスチック製ポット

（500mL）を人工気象室内（25℃，14L/10D，光量子

50～90μmol・m-2・s-1，潅水 1 回/2 日）で試験に供し

た。コマツナの発芽状況は写真－６に示すように 21 日

間観察し，各ポットの平均発芽率を算出して比較した。

また，発芽率の経日変化を図－６に示す。なお，本試

験中は施肥を行わなかった。 
 

写真－６ コマツナの発芽・生育状況 

Photo 6 Germination test using Komatsuna plants for evaluation 
of each slugde cake 

 

その結果，生育基盤材としてのキトサン脱水ケーキ

は PAC 脱水ケーキに比べてコマツナの発芽率が非常に

良好であり，植物の発芽促進作用を有することが示唆

された。また，PAC 脱水ケーキではコマツナの葉の中

に変形したものや黄色く変色したものが見られた。  

一方，園芸植物(マリーゴールド，ニチニチソウ，サ

ルビア，パンジー) では地植え，またはプランターで

約 2 か月間の生育試験を野外で実施して生育状況（草

丈，株の広がり，花の数）を比較した。  

キトサン脱水ケーキで生育させたマリーゴールドお

よびパンジーの生育状況は PAC 脱水ケーキに比べて良

好であった。一方，ニチニチソウとサルビアでは大き

な差異は見られなかった。なお，以上の生育試験では

いずれも施肥は行わなかった。 

 

 

 
 

 

 

 

 

図－６ コマツナ発芽率の比較 

Fig.6 Comparision of Komatsuna plants germination rate 
 for evaluation of each cake containing flocculant 
 

3.3  トンネル建設工事現場 B の法面緑化実証試験 
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ル建設工事現場内に仮設の法面緑化試験区（約 60m2）

を設置して実証試験を行った。 
生育基盤材を調合するにあたっては，キトサン脱水

ケーキに配合する土壌改良材としては「植生のり面施

工管理要領」13）を参考にした。脱水ケーキに配合した

資材の一例としては，有機性資材（バーク堆肥：ピー

トモス＝80：20），粘着材（接合材），高度化成肥料，

緩効性窒素化成肥料を使用した。脱水ケーキ（70，85，
100％）に対する土壌改良材（30，15，0％）の配合で

はできるだけ脱水ケーキの配合比率を高くして，脱水

ケーキの有効使用量を多くするように考慮した。 
客土吹付け用の種子には，芝草 3 種（トールフェス

ク，バミューダグラス，クリーピングレッドフェス

ク）を使用し，2009 年 9 月中旬に播種した 14）。 

施工法としては客土工（脱水ケーキ：70，85，100％，

土壌改良材：30，15，0％）および客土吹付工（脱水ケ

ーキ：90％，土壌改良材：10％）の 2 種類とした。  

緑化実証試験の試験区としてトンネル建設工事現場

B 内に仮設法面を造成し，法面勾配は 1:1.2 とした。試

験区は，前記に示す客土工法（型枠工：メッシュリン

グ工法），客土吹付工法（湿式吹付工）を対象とした試

験区を設定した。客土工の試験区は 3 種類（各試験区

面積：約 3m×約 3m），客土吹付工の試験区は 2 種類

（各試験区面積：約 2m×約 3m）の計 5 試験区とした。 

客土工の場合は重機を用いて材料を型枠内に充填し

た。客土吹付工では生育基盤材に加水した後，吹付機

により施工した。施工状況の一例を写真－７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－７ 施工状況 

Photo 7 Condition of real-scale slope planting tests using sludge 
cakes containing chitosan flocculant 

                                                   

本試験では生育基盤材の配合比率や施工法を変えた

各試験区について芝草の種の播種後の付着性と侵食性，

芝草の繁茂・生育（植被率，生育本数）等の経時変化

を相対的に比較して評価した。なお，植被率や生育本

数は指針 15）に準拠して評価した。 

 法面緑化試験区の施工直後の状況を写真－８に，施

工 2 か月後の播種した芝草の生育状況を写真－９に示

す。この法面緑化の写真は 2009 年 11 月中旬の時点で

あり，図－７に示すように，植被率（植物が地表を被

覆する割合）はいずれの試験区においても 100％であ

った。また，施工 2 か月後の芝草の生育長は最大 22cm，

生育本数は 2,500～6,000 本/m2 の範囲で，植被率と同

様の傾向を示した。脱水ケーキの配合比率や施工法に

よる大きな差異は見られなかった。なお，2009 年 12
月からは冬枯れが見られたが，2010 年 3 月中旬より芝

草の生育が再度観察され，6 月以降は良好に生育した。 

 

写真－８ 施工直後の法面の状況 

Photo 8 Greening in real-scale slope planting tests 
 (immediately after works)  

 

写真－９ 施工 2か月後の法面の緑化状況 

Photo 9 Greening in real-scale slope planting tests 
 (after 2 months) 

図－７ 植被率の経時変化 
Fig.7 Transition of plant coverage in real-scale slope 

planting tests 
 
 
4.  おわりに 
 
4.1  環境に優しい濁水処理 
 本研究では環境調和型凝集剤であるキトサン凝集剤

の濁水処理性能を実際のトンネル建設工事現場におい
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て実証・適用した。この過程でキトサン凝集剤の工事

濁水に対する凝集性能を検証し，長期間に亘り排水基

準を満たす処理を連続して行うことができた。キトサ

ン凝集剤は生分解性や生体親和性を有する安全性の高

い天然材料であることから，本濁水処理システム“キ

トリート”は濁水処理において周辺環境に生息する希

少生物や天然水産資源への影響を低減することで生物

多様性の保全に貢献できるものと考える。 
一方，濁水処理における LCCO2 排出量を解析した結

果，キトサン凝集剤を用いた場合は従来の PAC 凝集剤

を用いた場合に比べて，約 20％の CO2 排出量が削減さ

れることが分かった。キトリートは地球温暖化の緩和

策にも微力ながら寄与できるものと考える。 
4.2  脱水ケーキの生育基盤材への利用 
本研究ではキトサン凝集剤で処理した脱水ケーキを

生育基盤材として利用するために試験植物であるコマ

ツナなどに対する影響をまず検討した。その結果，キ

トサン脱水ケーキは植物の発芽や生育に比較的良好な

促進効果を発現することが分かった。そこでトンネル

工事現場内において仮設の法面緑化実証試験を実施し

て，キトサン脱水ケーキの生育基盤材としての適用性

を検証した。今後は，建設工事で発生するキトサン脱

水ケーキを「自ら利用」として積極的に利用するとと

もに，さらなる用途開発を進めることで建設汚泥の再

資源化や有効利用の拡大につなげていきたい。なお，

利用にあたっては，事前に土壌環境基準に準拠した安

全性や所管監督官庁への確認が必要である。 
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