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Abstract 

Organic matter in sludge has a characteristic that is easier to sink in isoelectric point as pH 2.0-4.0. In present 

study, we used this characteristic and suggested new way of measuring organic contents; we were calculated 

by volume ratios with sank organic matter, inorganic matter and liquid. About experiment, we used new way 

and measured sludge that collected in Hidaka port (8.82% as organic content). As a result, we measured 6.25% 

(-2.57% than 8.82%) of organic contents by volume ratio. And we used other samples ((1) 1.60% in Hidaka 

port, (2) 4.30% and 4.48% in Gobo city's channel of Wakayama) too, measured values were shown 9.63% 

(+8.03% than (1)), 7.22% (+2.74% than (2)) and 7.22% (+2.92% than (2)). By these results, this way is able to 

measuring organic contents, but accuracy of values is low: especially if samples have low organic contents, 

because measuring is get effects by clay in inorganic matter. So, we understood that this way is not bad for 

understand range of conditions in field work, and is need to measure by high accuracy way in lab again. 

 

1. 研究背景 

湖沼や港湾といった閉鎖性水域では，水の交換率の悪さか

ら堆積汚泥が蓄積しやすく，また溶存酸素の少なさも起因し

て嫌気性分解の発生による悪臭被害が発生しやすい環境とな

っている[1]。さらに昨今では東日本大震災にて発生した福島

第一原子力発電所での放射性セシウム飛散に関連して，土壌

だけでなく堆積汚泥へも放射性セシウム汚染が起きているこ

とが問題となった[2]。 

これに対し求められるのが堆積汚泥の浄化であり，現在は

好気性環境の形成[3]や化学処理[4]によって有機物の浄化お

よび除染が可能となることが判明しているが，上記のような

浄化・除染方法を理解するためには堆積汚泥の組成を知る必

要がある。 

(1) 堆積汚泥の化学分析 

当研究室では，千葉県船橋港および和歌山県日高港で採泥

した海底堆積汚泥，並びに和歌山県御坊市内の水路で採泥し

た堆積汚泥を対象に，これまで調査を行ってきた。 

例えば有機物含有率については Table 1 のような結果を示

しており，千葉県船橋港と和歌山県日高港のように 500 km

近く離れた場所では性状の違いが表れることを想像すること

は出来るが，同じ和歌山県御坊市内の水路と港湾という小さ

い範囲での位置関係（直線での距離間は 1 km）でも性状に大

きく変化が表われることが分かる。また日高港に限定した場

合，2017 年 1 月から同年 12 月までの有機物含有率変化を見

ると Table 2 のように常に変化していることも分かる[5]。な

お，採泥時の環境に関する一例として採泥時期の水温に関す

る結果も併記しているが，2 月や 8 月のように水温の上下動

によって有機物含有率が変化している可能性を考察できる一

方，他の時期は単純な水温変化との関係性が不明であり，そ 

Table 1: Comparison of sludge’s characteristics 

Place 

Organic 

contents 

[%] 

Collected 

days 
Coordinate 

Chiba 
Funabashi 

port 
23.61 2011/9/15 

35̊ 41’ 26.31” N 

139̊ 59’ 11.11” E 

Waka

yama 

Hidaka 

port 

1.97 2017/9/29 33̊ 52’ 55.24” N 

135̊ 09’ 10.80” E 
12.54 2018/4/30 

Channel 

in Gobo  
16.40 2018/4/30 

33̊ 53’ 25.67” N 

135̊ 09’ 6.02” E 
 

Table 2: Change of organic contents in Hidaka port, 2017 

 Organic contents [%] Water temperature [ ̊C] 

Jan. 1.93 18 

Feb. 1.08 16 

Mar. 1.65 17 

Apr. 1.89 19 

May 1.42 21 

Jun. 3.93 24 

Jul. 1.40 27 

Aug. 8.82 29 

Sep. 1.97 25 

Oct. 1.41 21 

Nov. 4.15 19 

Dec. 1.39 18 
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のため当研究室では前日の天気や藻場の発生といった様々な

環境影響によって測定値が大きく変化している可能性を示唆

した[6]。 

(2) 有機物の測定方法 

(1)において有機物含有率の測定について記載したが，本項

ではその測定方法について説明する。使用したのは熱重量分

析（Heat weight loss analysis, または TG = Thermal Gravimetric 

analysis）と呼ばれる方法であり，乾燥させた堆積汚泥を 100 

ºC（水分蒸発温度）と 600 ºC（有機物焼成温度）の二種類の

温度で焼成，その際の重量比を比較することで純粋な有機物

の含有率を得る方法である。 

しかし，この方法を実施するためには 100 ºC および 600 ºC

の発熱が可能な装置を用意する必要があり，研究室等で行う

実験方法としては問題無いが，河川等の実地で緊急的に行う

測定手法としては不適切な方法である。また，何らかの形で

保存を施し，研究室に輸送して実験を行うことも考えられる

が，堆積汚泥には有機物が含まれているため，時間経過でそ

の性状が大きく変化する。その変化は Table 2 のような 1 ヶ月

間隔ではなく，1 週間程度でも大きく変化するほどである

（Table 3，和歌山県御坊市内の水路で採泥した堆積汚泥を常

温下に置いた際の有機物含有率変化）。 

そこで，実地でも迅速に有機物含有率の測定が可能となる

方法を検討するため，堆積汚泥が液相中の pH によって沈降

しやすくなる特徴に注目[7][8]，緩衝液のような液相中に堆積

汚泥を添加し，その際の液相と固相の体積を比較することで

有機物含有率を算出する方法を検討した。 

 

2. 実験方法 

本研究では，2018 年 5 月 25 日に和歌山県御坊市内の水路

にて採泥した堆積汚泥（添加量は 5 cm3）を用い，Fig. 1 のよ

うな形で 2 種類のメスシリンダーへ液相試料と共に添加・撹

拌することで各メスシリンダー内に発生する沈殿物の層の体

積を目盛りから読み取った（Fig. 1）。なお測定結果について

の詳細は後述するが，本実験で得られた沈殿物の体積に関す

る測定値が添加量 5 cm3を上回っていたことから，堆積汚泥

内に含まれる粘土や有機物といった水より比重の低い物質が

僅かに浮き上がり，見た目の体積が膨張したと推察した。そ

こで，本来の堆積汚泥の体積（5 cm3）から膨張した体積が全

て有機物であると仮定し，全体の体積（15 cm3）を分母とし

た割合から有機物含有率を推定した。 

また，同時に TG による従来型の有機物含有率測定も行い，

今回提案する手法との誤差がどれ程であるかについても検討

を行った。 

実験条件について，メスシリンダーへ添加する液相試料は

イオン交換水（pH = 5.5-5.8）の他，pH を 2.0 以下に調整した

イオン交換水（以下，pH 調整液）の 2 種類（pH = 1.3-1.5）

を用いた。pH 調整液における pH の値については参考文献[8]

において，緩衝液を作成し海底堆積汚泥を添加することによ

る，海底堆積汚泥の分離しやすさを調べる簡易調査を行った 
 

Table 3: Change of sludge by time series 

Elapsed time from 

collected day [days] 
Organic contents [%] 

0 16.40 

8 20.82 

13 2.94 

16 4.69 

結果，pH2.2 以上の条件は 1 時間経過しても固相と液相の分

離に時間がかかる結果を示したことに由来する。また，添加

量についてこちらは 10 cm3 とした。 

3. 実験結果と考察 

 堆積汚泥に対しイオン交換水と pH 調整液を加えたことで

発生した堆積汚泥由来の沈殿物における高さを目視より求め，

さらに実験 3 回の平均から有機物含有率を算出した結果，イ

オン交換水による測定からは 6.67%，pH 調整液による測定か

らは 7.78%が算出された。そこで，従来型の TG による測定

も行ったところ，こちらは 4.48%であることが分かった。こ

のことから，固相の体積を比較することによる結果とは

2.19-3.30%の誤差が生じることが分かった（Table 4）。 

また，実験結果を再確認するため同様の実験を再度行った。

TG による測定において 4.30%を示す堆積汚泥を用いたとこ

ろ，イオン交換水における分離が 1 回目のようには起こらず，

結果として有機物含有率 10.00%（誤差 5.70%）が算出された

一方，pH 調整液を用いた条件では有機物含有率は 4.44%を記

録し，また誤差も 0.14%に収まったことから，確認方法とし

てはイオン交換水のような水でも堆積汚泥の分離さえ確認出

来れば有機物含有率の推定は可能であるものの，pH 調整液の

ように堆積汚泥の等電点に類似した条件に置くことで余計な

浮遊物の発生を抑え，純粋な有機物のみを測定できる環境を 

 

 

Fig. 1: Comparison of sludge’s change 
 

Table 4: Results of organic contents (1) (4.48% in sludge) 

 
High of flock 

[cm3] 

Organic 

contents 

(Forecast) [%] 

Organic 

content’s error 

with TG and 

forecast [%] 

 

Ion 

change 

water 

 

pH: 5.8 

 

6.00 6.67 +2.19 

 

pH 

regulated 

water 

 

pH: 1.3 

 

6.17 7.78 +3.30 
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形成することが大事であると判断した（Table 5）。 

その一方で，この測定方法には弱点があることも分かった。

同じく堆積汚泥内の有機物含有率を測定するため，TG で

1.60%を示した海底堆積汚泥（2018 年 3 月 30 日に和歌山県日

高港湾内で採泥）を用いて実験を行った結果，イオン交換水

を用いた際の測定結果は 6.67%（誤差 5.07%），pH 調整液を

用いた結果は 8.89%（誤差 7.29%）と誤差が大きく出る結果

となった（Table 6）。 

この結果について，影響したと考えられるのが無機物組成

における微粒子の多さの可能性である。Fig. 2 は本研究で用

いた水路内の堆積汚泥と日高港湾内で採泥した海底堆積汚泥

を 600℃で焼成し，無機物のみにしたもの 5 cm3 をイオン交換

水 10 cm3 に添加した様子である。この時，右側の水路内の堆

積汚泥におけるイオン交換水の濁りはわずかであるのに対し，

日高港の海底堆積汚泥を添加した左側は，赤く濁っているこ

とが分かる。この時，本研究における有機物の測定方法を考

察するに際し，本来の堆積汚泥から膨張した全て有機物であ

ると仮定したが，Fig. 2 における堆積汚泥の体積が 4 cm3 であ

ったことから，有機物測定に邪魔となる無機物は 1 cm3存在

していることが分かる。これを基に，Table 4-6 で求めた結果

から堆積物の体積を全て-1 cm3 して再計算すると，Table 7 の

ようになる。なお，水路で採泥した堆積汚泥を用いた際の pH

調整液（pH = 5.5）における再計算結果が-2.22%となったこと 

 

Table 5: Results of organic contents (2) (4.30% in sludge) 

 
High of flock 

[cm3] 

Organic 

contents 

(Forecast) [%] 

Organic 

content’s error 

with TG and 

forecast [%] 

 

Ion 

change 

water 

 

pH: 5.5 

 

6.50 10.00 +5.70 

 

pH 

regulated 

water 

 

pH: 1.5 

 

5.67 4.44 +0.14 

 

Table 6: Results of organic contents (3) (1.60% in sludge) 

 
High of flock 

[cm3] 

Organic 

contents 

(Forecast) [%] 

Organic 

content’s error 

with TG and 

forecast [%] 

 

Ion 

change 

water 

 

pH: 5.5 

 

6.00 6.67 +5.07 

 

pH 

regulated 

water 

 

pH: 1.5 

 

6.33 8.89 +7.29 

から，有機物含有率は 0.00%であるとして数値を置き換えた。

この結果，6 条件中 3 条件（水路から採泥した堆積汚泥をイ

オン交換水で測定した際の 2 回目，および日高港より採泥し

た海底堆積汚泥をイオン交換水ならびに pH 調整液で測定し

た際）が求めるべき有機物含有率に近くなったが，pH 調整液 
 

 

Fig. 2: Comparison of inorganic matter in sludge 

 

Table 7: Recalculation of results in present study 

Conditions of experiments 

Organic 

contents 

(Forecast) [%] 

Organic 

content’s error 

with TG and 

forecast [%] 

Sludge 

collected 

from 

channel 

in 

Gobo 

city 

 
Ion 

change 

water 

 

pH: 5.8 
 

0.00 -4.48 

 
Ion 

change 

water 

 

pH: 5.5 
 

3.33 -0.97 

 
pH 

regulated 

water 

 

pH: 1.3 
 

1.11 -3.37 

 
pH 

regulated 

water 

 

pH: 1.5 
 

0.00 -4.30 

Sludge 

collected 

from 

Hidaka 

port 

 
Ion 

change 

water 

 

pH: 5.5 
 

0.00 -1.60 

 
pH 

regulated 

water 

 

pH: 1.5 
 

2.22 +0.62 
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を使用した水路内の堆積汚泥での 2 回目の実験のように再計

算前の方が期待値に最も近似している場合もあった。そのた

め，この方法については「有機物含有率がどの程度の範囲に

存在しているか？」を確認する方法に留めるべきであり，正

確性を求める際には TG のような従来型の化学分析でないと

難しいことを改めて理解した。 

4. 結言 

本研究より，堆積汚泥を液相中に添加し，その際の沈殿物

の体積から有機物含有率を推定することは可能であり，当初

は沈降速度の速い低 pH の液相に限定することも考えていた

が，イオン交換水のような普通の水でも十分に測定すること

は可能であることが分かった。しかし，堆積汚泥から液相中

へ放出される沈殿物以外の存在は純粋な有機物では無いため，

無機物の存在も考慮して計算しなくてはならない。また，今

回の方法は実地での使用を目的とした調査方法であるため，

算出可能な数値はX.XX-Y.YY%といったような大まかな範囲

でしかない。だが，実地で有機物含有率を迅速に得ることに

よって，研究室での精密な化学分析を待たずとも環境影響に

対する対策を講じることが可能であり，さらにこの議論に精

度の高い化学分析結果を組み合わせていくことで，堆積汚泥

に対する浄化対策は更なる発展が可能になると考えている。 

今後は，この測定方法における測定精度を上げる方法につ

いて検討していく。 
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