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第 1章序論

第 1節 はじめに

二仁r/，の納肉や放線菌、カビなどの微生物は、動植物の遺体、排地

物を胤食あるいは分~fJf し、植物に利m可能な養分として供給する (~øJ

きや、大気qlのき草素を回定する仰jきなど、いろいろな働 きがある。

上の巾で起きる傑々な化学変化は、ほとんどが微生物が関与してい

る。 このように、土 ，-/， の微生物は、生態系にとって、そしてそれは

そのまま食総生沌にとって も大変量妥な働きをしている。そのため、

微生物の生態について、 q.~'jに化学変化に来たす役割については、詳

細に研究されている。

しかし、微生物が lこに及ぼ寸作用は、化学変化だけでなく、微生

物が土のrm/僚を/:1'it;~し 、 i雲水係数を低下させるという 、 土の物庖H-jー

への影響もある。

例えば、 二仁峻の浄化機能を手11mした汚水浄化方法(毛管トレンチ

法など)において、 iニに長期的に水を流し続けることにより、土の

透水性が低下し、 ilj71-くがほとんど流れなくなるという現象がある。

この原因には、汚泥による物JJU的な目詰まりもあるが、 微生物がj首

殖することによる透水係数の低下もまた、大きな原因である。

de Vries (1972)によれば、アメリカでは、 1962年から 二次処思排

水 を }I~ï.. 梢権 1m によ っ て森林や J;!kAljl地に散布する Ji't:去が笑胞されてき

た。 ところが 、都市近郊ではJl~J井地が少ないために、過剰な負術 を
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与え、 nnIU;Cの 11詰まりによる土の水質浄化能の低下(filterfailllre)が

起きた。

したがって、この現象を解明することにより、微生物作川による

上の透水性低下が起こりにくい燥にしながら、汚水を浄化する方法

を維立すーることができる。

また、透7k性を(尽くするために積短的にこの現象を利用すること

も可能である。すなわら、ため他の底や朋排水路の底や{llilf而を、コ

ンクリートで回めるのでなく、微生物の(!fj)Jきを活発にして、透水係

数を:減少させることにより、漏水を[W11ーすることも考えられる。仔il

えば、 Prelll(1968)は、畜?Ji.排水のため池が、はじめは浸透速度が非

常に大きかったが、 3年11日で浸透速度が著しく低下したことを報告

している。

このような社会的課題に対応する技術を確立するためには、土中

の微生物活動による透水係数の変化をモデノレ化する必要がある。そ

のためには、微生物がJ首猫することにより、なぜ透7k係数が減少す

るのか、透水係数が減少する場所では何が起きているかを正確に知

らねばならない。 ところが、微生物が土の透水性を変化させるメカ

ニズムについては嫌々な要因があげられているが、各要因がどのよ

うな条件で、どの程度透水係数の低下を引き起こす原因となるか、

十分に解明されていない。

そこで、本研究は微生物が土の透水F七変化に及ぼす影響を調べ、

そのメカニズムを明らかにすることを目的としている。

2 
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第 2節既往の研究

( 1 ) 微生物活動と 土の透水係数の関係

まず、微生物fir，-ffi}jとJ-:の透水性の関係を切 らかにした過去の研究

を紹介する。

Allison (1947)は、土を充JJ~! した力ラムに水を連続的に流すと、 Fig

1-1 のようなとの透水性の昨1m変化が起きるととを確認し、その変

化・を次のように説明 した。Fig. 1-1 は実験データに基づいた概念的

な図である。

Phase 1 まず最初に透水性が減少する。透水性の高い上ではこの

変化は少ないか、あるいは全く存在しないが、透水性の低いjこにお

いては、 10 1-1から 20 11継続する。 これは、 つには乾燥してい‘た

土粒子が膨測する事による上粒子のJI彰潤 と分散による構造の変化、

もう 一つには土綴IJI]I鰍水中の電解質が、浸透71くと共に流れ去ること

による 、電解 ~'S"'濃度の減少にともなう土i薬コロイド粒子の分散によ

る椛造の変化によるものと考えられる。

Phase 2 上に上から下へ水を流すと、かなりの量の空気が土嬢問

IW中に閉塞される。 この封入空気が浸透水中に熔解 され、除去され

るにしたがって、透71<性は次第にi白川lし、ほぽ全ての封入空気が除

去された11寺に、透7K性がj段大になる。

Phase J.透水担1:が最大になった後は、次第に減少していく 。透水

性が減少する 速度は、はじめはやや急激だが次第に緩慢になる。そ

の原因として AI/ison は、以下の三つの原図と 、これ らの原因の組

み合わせを考えた。

3 
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1 .長期間浸透させたこ とによって、団粒の物Jl.I!情造が、徐々に

劣化すること。

2. 微生物細胞と、微'1"物が生成する粘着物(slimes)と多制類によ

るこi二j袋問l!jj(の白言自まり (biological clogging of soil pores)。

3 微生物が、土粒子をjtlJ付けして回続を作る働きをしている有

機物を攻修することによる分徴。

Gupta and Swartzendruber (1962)は、室市:.230Cで、石*砂qlに純7k

を下から上にl向かつて飽和状態で連続的に流し続けたとき、砂の透

水係数が減少し、特に水の浸入口付近では、 3 オーダー近く減少す

ることを示した。殺菌処庖!をした水を流した時、および室胤を 1.50C

に設定して微生物活動を押さえたH寺には、透水係数はほとんど下が

らなかったことから、何らかの微生物活動が透水係数を下げる作用

をしていることが明らかになった。 さらに、試料を分解した後、寒

天培地上で希釈平板法によって細菌の数を数え、細菌の数が砂 Igあ

たり 4X 105以下のH寺は、透水係数の減少はほとんど見られないが、

砂 Igあたり 4X105を超えると、細菌の数の湘Jmとともに、透7)(係

数の;著しい減少が見られることを示した。

Chang et al. (1974)は、新 しく作られたため池の底に土様カラムを

組めて、透7)(係数の低下が起とることを示した。透水係数の低下と

ともに多1荷額の盈が i付加したことから、微生物が生成した多ij;~瀕等

の代謝生成物質が問lijl(を閉塞し、透水係数を低下させているとした。

また、カラムを乾燥させることにより、透~7)(係数が上昇し、初期の

値に近づくことが分かった。

Frankenberger et al. (1979)は、 Tamasilty clay loam に水を連続的に

流して、蒸儲水を1mしたn寺よりも KN 0 3 またはグノレコースを加え

5 
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たH与の方が、むらにそれよりも阿方向時に加えたときの方が透水係

数の減少が著しくなるととを示し、微生物mWJが活発になるに従っ

て透水係数が著しく減少する ことを明らかにした。

宮崎ら (199J)は、林 l也、 *111、および州地の土を、それぞれ深さ

日1)にサンプリングし、長期的に殺菌7l<処理または吉栄養水処理をし

たH寺の、各々の透水係数のH寺/1lJi'1']変化を制べ、殺菌水処J!Hをしたと

きには、透ノk係数の変化はほとんど見られないのに対し、富栄養水

処理をしたときには、 ~7J'く係数が長期的に大きく低下することを示

し、その原因は、主に微生物情動の直接的、間接的効果によるもの

であると結論づけた。

Vandevivere and Baveye (1992a)は、砂のカラムに好気性細菌の

Arthrobacter sp，を接種したときに起こる透水係数の減少について調

べ、透水係数がバイオマス密度のl首加とともに、術数関数的に減少

することを示した。さらに彼らは、バイオマス続度から和"閣の細胞

が間隙中に占める 体積の割合を計算した。それによると 、透水係数

が 10倍、 100倍、 1000僻低下した時の細菌のお"胞が間隙に占める体

積の割合は、それぞれ 2.4%，4.8%，8，5%である。

以上の例で示したように、微生物活動が上の透水係数を減少させ

ることが確認されているが、次にその機構について検討する。

( 2 ) 透水係数低下の諸要因

A 微生物細胞、代謝生成物による目詰まり

まず、微生物祈!ffiJの直接的影響として、微生物がi首殖することに

よって、微生物細胞および微生物の代謝生成物が土粒子の間隙を塞

。
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いで、隠詰まりを起こさせることによって、透水係数を下げる効果

をあげることができる。 この現象は、 bio1ogica1c10gging と呼ばれる

こともあり、あるいは単に clogging とH乎ばれることもある 。中野

(1991 )は、土による微生物等の懸絢粒子のfIIi獲を吸着と力学的作用

に分け、力学的作mとして、機械的ふるいわけ作用(sieving)、沈獄

作JT)(sedimentation)、運動学的作用(kinematicaction)をあげた。

Gllpta and Swartzendrllber (1962)は、初Illilfの細胞が砂の問|旅の

0.00031%の体初しかないときに、砂の透水係数が 3オーダー近くも

低下したことから、代謝生成物が砂の問|械を閉塞する物質として、

細菌の細胞そのものよりもより重姿であると推測した。細菌の細胞

壁の外には、しばしば多概数を含む物質が形成されることが知られ

ていて、glycocalyxC呼ばれている (Costertonand Irvin， 1981， Whitfield， 

1988)。多糖類の量と透水係数の問には、高い負の相関がある(多糖

類がj曽川1すると透水係数が低ドする)場合(Avnimelchand Nevo， 1964， 

Chang et al. 1974)と、正の相関がある場合(Siegrist，1987)とがある。

Vandevivere and Baveye (1992b)は、 4pill性物質を作り出す SLIstrainの

方が、粘性物質を作り tl:lさない SLJ-strain よりも、透水係数を著し

く低下させ、しかもその時の両者のバイオマス密度はほぼ等しいこ

とから、微生物の代訪問三成物質が透水係数低下に大きく寄与するこ

とを明らカ刈こした。

土の中における細菌の細胞と glycocalyx などの代謝生成物の存在

形態には、以下の 3つがある。

一つは、ゴ二粒子の表面1に利l菌細胞と代謝生成物がバイオフィノレム

を形成する場合である。Tayloret al. (1990a， 1990b)は、実験データか

らバイオフィルム仮説に基づいたそデノレ計算をした結果、厚いとこ
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ろで約 0.015cmの厚さのバイオフィルムが形成されるとしたが、彼

ら自身バイオフィノレムのj享さを言|訓11することは|調節であることを認

めている。 Cunninghamet al. (1991)は、砂と -;)Jラスビーズに、バイオ

フィノレムを形成しやすい Pselld0l110llaSAerllginosaを抜積 してバイオ

フィノレムを形成させ、 バイオフィルムのj享さを直接観察して、バイ

オフィノレムのj享さと透水係数の低下の関係を示した。

二つ 同は、 細菌が ミクロコロニーを形成する 場合である。Harveyet 

al.(1984)は、マサチ ューセ ッツのコツド山Jlの排水屑を調査して、 土

粒子の表l百に 10個か ら 100個の細菌に よるミクロコロニーが形成さ

れて いるととを観察した。 この研究を受けて、 Moltzet al. (1986)は、

士粒子表而にミクロコロニーが形成主れるという仮定のもとに、溶

質の残留濃度、微生物量の変化、同長衆消費の変化をモデノレ化した。

三つ目として、 Vandevivereand Baveye (1992a)の実験によれば、和11

菌 Arthrobactersp はパイオフィルムを形成せず、 砂の粒子表而と

わずかに後触 して、 三次元的な広が りを持って問|線中に延びていく

構造を持つことを走査型電子顕微鏡の観察によって示した。さらに

彼 らは、透水係数が減少する般大の原因は、水がカラムに流入する

地点で、オレ ンジ色の沈積物の層が形成さ れることであるとした。

また、 glycocalyxのよう な菌体外に形成される重合体は、 C/ N比

が 39のH寺には、透水係数の低下した層にも観察されなかったが、 c

/N比を 77と高くすると形成され、さらなる透水係数の低下をもた

らした。 C/N比が高いと、 cloggingが促進 されることは、 Avn日nelech

and Nevo (1964)によ っても示さ れている。

Rittmann (1993)は、過去のカラム浸透実験を整理し、流入負荷が

O.15kg COD per 1 OOOm 2 per day 以上 のH寺には、バイオフィルム
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(continuous colonization)がJfちJ&される(例えば Voiceet al. 1992)が、

流入負荷が O.04kgCOD per 1 OOOm 2 per day以下の時には、バイオ

プイノレムは形成されず、 ミクロコロニー (discontinuouscolonization) 

が形成されるとした。

Vandevi vere and Baveye (1995)は、 Cunningham et al. (1991)と、

Vandevivere and Baveye (1992b)のデータを比べて、粒子が細かいとき

の方が、バイオ7 ス休f:i'U'llJJIIに刻する透水係数低下の割合が著しい

ことを示した上で、このような粒俸の違いによる clogging の程度の

違いを説明できるモデ/レが、既存のモデノレにはないことを示した。

彼らは、続径が大きいときには比表而績が小さいために、微生物が

稿み重なりやすくなる、すなわちバイオフィノレムが形成されやすく

なり、このような現象は従来のバイオフィルム仮説を用いたモデル

でうまく説明できるが、 N:径が小さいときには、バイオフィルムが

形成されず、ミクロコロニーが形成されると説明した。

Jiang and Matsun1oto (1995)は、 Arenosol，Andosol， Fluvisolの 3種類

の試料に、汚水の二次処耳11水を一日 IOOml供給して透水係数を低下

させた土の簿片試料を蛍光顕微鋭により観祭し、目詰まりの物質と

して懸溺物質、粘土、微生物細胞、そして代謝生成物質(多糖類)

を観察したω 自主らの考察によれば、浸透の初期には慰:濁物質による

物理的問詰まりが進行し、その後は微生物細胞と代謝生成物質によ

る生物的自詰まりが進行するが、両者は互いに効果を助長しあう関

係にある。すなわち、代謝生成物質は嫌気的条件下で懸濁物質やコ

ロイド物質と結合すると、分解されにくくなり、問 I~:( 中に欝積され

る。その結果、厚さ 2~4mm の代謝生成物質の蓄積した層が形成さ

れたことが観察された。
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B. 微生物が発生するガスの蓄積

次に、微生物府立リjの直接的効果として、微生物が発生するガスが

土のIml械を問答し、有効間隙を小さくする効果を考えることが出来

る。

気抱が透水係数に与える影響について、八幡(1960)は 200μm級の

ポーラス ・ストーンのがJ60ccの孔げきの中にわずかに 1ccの気泡が

j的えたために、lliIJ *勾配一定のもとで、流昂;が 3 書iIì~存ちることを実

験によって示した。彼はその原因を、気泡が粗大な間隙、すなわち

水の通路として「生きたJ干しげきに集中的に生じたためであると考

えた。

GlIpta and Swartzendruber (1964)は、石英砂を用いた浸透実験で、

透水係数と間隙水の休校i圧縮係数(6v/6p)をi!liI定した。その結果、

6v/6p が初め急激に減少し、その後緩やかな減少を続けたが、 GlIpfa

らは、これは試料中の封入空気が除去されることを示しているとし

た。透水係数が、シュークロースと的自費アンモニウムを加えてから

急激に減少したが、その時にも 6v/6 Pが徐々に減少し続けたこと

から、この段階でもまだ封入空気は減少していることはあっても地

加していることはないとして、彼らは微生物の発生するガスが試料

qコにIlI'J~益されることによって透水係数が減少するという説を否定し

た。

POlllovassilis (1972)は、粘土を使って浸透実験を行い、透水係数;

殺菌した試料を使ったときはあまり変化しないが、殺菌しない試料

を使ったときのみ幸子しく減少することを示した。さらに、透水係数

が減少してから、真空中で試料のガスを除去すると、透*係数が急

10 
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激に上昇してほぼもとの値に復所したことから、透水係数の減少I士、

微生物が発生したガスによ ってもたらされたとした。

すなわち、 GlIpta らのように石英砂を汗jV、た実験では、ガスの発

生は見られなかったが、 POlllovassilisのように粘土を 用いた浸透実

験ではガス の発生が起き た。試料が7ii'に飽和されている浸透実験中

においては、 Cf-T， 、N2、N，O、CO2などのガスが発生し、 間隙

'1-'に|羽饗 される場合がある。

Swartzendruber and Gupta (1964)は、水巾に持字解しているメタンが

rnicrospic ic巴bergを形成し、 7)(の粘性を下げることにより、透7K係数

を低下させる可能性があるとした上で、その可能性を実験的に否定

した O

Kristiansen (1981) は、 rr' 化れ~~V からの汚水を砂フィノレタートレンチ

で浄化するl探の透水係数の低下について調べ、透水係数の低下が起

きた腐の直下で、メタン濃度が段;大となるととを示した。

Sanchez et al. (1994)は、砂にメタン発生細菌 Methallo.l'arcinabarkeri 

を敏感したときに透水係数が初期値の 3%または 25%に低下 し、そ

の原因はメタン菌が発生したメタンガスによる 間隙の閉塞ーであるこ

とを示した。

実際、自然の土で・は還元化の進んだ土ではメタン発生細菌の呼吸

によってメタンが発生し、 J!見2主的 が釜素を、嫌気的条件下で

Nitrosomonasが亜酸化窒素を生成し 、好気性微生物のl呼!汲 によって

炭酸ガスが発生される。Lindallet al. (1990)は、 1甚水された水田の地

表からの N" N 20とCll，の放出量;を測定した。八木 (1991)は世

界各地の水凹の地表からのメタン発生選;の実 ðl~値をまとめている。

11 
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Reynolds (1992)は、 iJ己炭土を使って浸透実験を行い、透水係数の

変化をiWI定するとともに、 TDHプロープを使 って体積含水率を測

定し、ガス浸透サンプラ ーでプJスを採取して jJスクロ 7 トグラフィ

ーでメタンと 二酸化炭素の濃度を測定した。その結果、長期間浸透

させることにより、[本舗に して↑i:J1織の約 45%にあたる気体が生 じ、

それとともに透水係数が減少することをrYiらかにした。特に、メタ

ン簡が発生するメタンメfスが透水係数を下げる主要な要因であるこ

とが分かった。

Wang et al. (1993)は、 iJt水された水間'1寸のメタンの発生に及ぼす

際化還元電位と pHの影響を調べた。彼らの実験によれば、酸化還

元電イ立がー150mV以上の時l'tメタンは発生しないが、 ー150mVからー

160mV以下からメタンが発生し始め、以降酸化還元電位の減少とと

もに、指数|現数的にメタンの発生がj曽加する。 また、 pトIは 6.9か

ら 7.1が綾適で、 5.75以下でも 8.75以上でも、メタンはほとんど発

生しない。

粕かlら (1994)は、北海道美唄湿原泥炭土を泌水状態で 3ヶ月静置

することにより泥炭内に気泡を蓄積させ、その封入量;と透水係数と

の関係を調べたところ、気泡の*1入選;のJ曽加とともに透水係数が低

下することを示した。

Faybishenko (1995)は、長!入空気の存在する飽和土壌を疑似飽和土

(quasi-saturated soiりとし、上、I入空気が「疑似J飽和透水係数 K，に与

える影響について、日さ 0.5-5m、直径 0.1-0.4111の試料を用いて調べ、

以下のよう t~ 結果を得た 。 第一段階において土の透水係数は 5 -8 倍

低下し、それは可!føJ :Ë't入空気が大きな rml~:( を閉纂するためである 。

第二段階において、可![ih長l入空気が下方から排/Jjされ、透水係数が

12 
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徐々に上昇する。可由11:"'1人生気がなくなると、不ITlIはτl入空気が浸透

水中に溶解して排出され、透7](係数が急激に 1・2オーダー上昇し、

「飽和」透水係数に到達する。第三段階は、微生物による透水係数の

低下である。

c. 還元による 2価鉄生成の影響

次に、微生物活!fVJが透7k係数の減少に及ぼす間接的効果として、

2仰鉄生成の影響を調べた過去の研究を紹介する。宮崎ら(1991)は、

7k1J:J、 jjl]J也、林地の深 dO-IOcm， 20-30cm， 30-40cm， 50-60cm からサ

ンプリングした試料をm~ 、て、長期的に 1 %サッカロース水溶液に

よる処理 をしたH寺の透7J，係数の減少について調べた。その結果、水

間の深さ 20-JOcm の試料において、最も透水係数の減少が著しかっ

た。その理は!として、71<.聞では 20-30cmのf1問主の深'さに酸化鉄が集

積するため(川口、 1978)、微生物活動が活発化した結果、士峻の還

元化にともなう 2価鉄の生成によって透水係数が減少したと推定し

た。木村(1969)は、「還元状態下における透水係数は還元の程度ある

いは土療中の 2{illi鉄生成監とかなりの関係がある Jことを示し、「土

擦の還元化に ('Ioって生成する 21町欽が土壊コロイドに吸着されるた

めに起こるコロイド併進の質的な変化、コロイドに吸着ーされた 2価

欽の吸着水、 2制Ij欽化合物のゲノレ状沈搬などのために土綴rl'の有効

孔|燃は小さくなり、透水係数は小さくなると考え j た。

McGauhey and Winneberger (1964)によれば、硫化鉄による間隙の

自詰まりが透水係数低下の一因となる。

13 
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D 団粒構造の破壊

微生物は、何|粒形成において重要な役割を果たしていることが知

られている。すなわち、微生物が代謝の結果として生産した多紡類

やカビなどの |苅類は土の粒子と結合して、土に団粒桝i;Eをつくると

言われている。Martin(1945)は、上を恭関水で情養しでも団粒は形

成されないが、~素または炭素を加えて府養すると、団粒が形成さ

れることを示した。また、日11立が形成されたときに多糖績が生成さ

れることを確認した。ただし、土J護多糖類は、すべてが微生物起源

であるとは言い切れなし、(二|二J議微生物研究会，1981)。

Roldan and Lax (1994)は、半乾燥地の土築に都市廃棄物を添加した

ときの団粒の形成について調べ、団粒の安定性が維持され、また噌

加する のは、微生物の数がj曽えるためであり、特に、糸状菌の菌糸

がj曽航する ためであるためであることを示した。

ところが、微生物は団粒形成において重要な役者lを果たすのみな

らず、微生物が有機物を攻懲して、ロH受を分散させる働きがあるこ

とを、 Martin (1945)は指摘 した。すなわち、グルコースのような低

分子有機物を土療に添加すると、活発な菌{本合成と粘質多1法類の合

成が生じ、急速に団粒化が進行するが、グノレコースが消費されつく

すと、 l笥体は死滅し、死蘭休や合成された多糠類が分解され、同粒

の耐水性は急速に失われる(西尾， 1989)。

E. 数値解析の例

Okubo and .Matslll11oto (1979)1 

1. 1)" lij~ は毛管状であり、その直径はタロッギングが進行すること

により均一に小さくなる

14 
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2. 11i1 1~1(率の減少は、ら~1~排水量に比例する(この仮定を言いJ換え

ると、 一定量;の俗液を流したときに、 定量の問 I~:( 率の減少を

引き is:こす、ということになる)

という仮定の Fでクロツギングのそデノレを提案し、以下の式を得た。

Q=~ 一一
I+kql 

)
 

-l
 

(
 

ここで、Qはh'!算フラックス、 tはH年間であり、 qと kはそれぞれ定

数で、Okuboand Matsullloto (J 979)は笑験データを回帰することによ

り求めた。

Moltz et al. (1986)は、凌iWIにともなう椴素、総質、 コロニ-f.密度の

変化を、土粒子表而に円舵:Ikのミクロコロ二ーが形成されるとして

計算した。

Taylor el al. (1990a， b)は、カラム実験によりバイオ7 ス密度と透水

係数低下の関係を得た後に、微生物がバイオフィルムを形成すると

いう仮定のモデルで、立方f設密充填等の充填を仮定した Kozeny

Carlllanのそデノレと 、nn[涼径分布を考えた cut-and-random-r句0111 type 

モデノレ (Mualemのモデ‘/レ)を使った計算をし、バイオフィノレムの

厚さを計算 した。

Cunningham et al. (1991)は、粒径の』もなるガラスビーズと石英砂に

おける 、バイオフィノレムの厚さと透水係数の関係 を調べ、 Vandevenere

and Baveye (1992b)は、 1沙のクロッギングについて、バイオマス密度

と透水係数の関係を刺べた。Vandevivereet al. (1995) は、これらの

データを Fig.1-2のようにまとめた。 償制"の biovolumeratio(臼)とは、

微生物の体積の問 I~i( の体積に対する 割合である 。 このグラフを見る

と、粒径 0.1ITIIllのガラスビーズでは、 般市11に対する透水係数低下の

lfi 
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割合が小さいが、粒径が小さくなるにつれてその傾きが大きく々る

傾向を示し、粒径 0.09111111のi沙では、日の値 0.18に対して、透;k.係

数が 1オーグー減少するという、非常に:急激な変化を示す。

彼らは、この 1111線を Kozeny-Carl11anの式や、前述 Tayloret al. (1990a， 

b)のそデノレを適用することによって、同町iしようとした。 ところが、

これらのそデノレには、土性を表すパラメータがない。 したがって、

粒経 0.1111111のガラスビーズのデータのみを回帰することは山来た

が、このように粒径によって大きく 曲線の形状が変わるデータを説

I川寸ることが11:来なかったο

この原因について、 Vandevivereet alは、粒径が大きい試料では、

I七表面積が小さいため、同等のバイオマスが蓄積されでも、粒子七

に微生物が積み重なる、すなわちバイオフィノレムを形成する権率が

高くなる。そのため 、粒径 Olml11の試料ではバイオうィノレムが形成

されたが、粒径 0.09111111の試料ではバイオフィノレムが形成されなか

ったためであると説明lした。

そこで、 Vand巴vlvereet al.は、 Fig.1-3の傑に、間IWの形状を毛管

と考えて、その一帯11にミクロコロニーが出来て 、 ミクロコロニーの

透水係数と厚さから 、二層モデルをmいて土の透水係数を計算する

方法を示した。
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第 3節 目的と構成

本研究の F!(Iワは、微生物f丹市jによる上の透水係数低下現象を明 ら

かにすることである 。 第二 寺E と第 三 î~: ~士実験的な手法を用い、第 IIq

Zそは数学的な手法を川いている。すなわち、第一二章と第三章におい

て、それぞれ「長カラムJr短カラムJと名付けた二種類のカラムを

Jnいて、室内カラム浸透実験を行い、その結果をもとに微生物の活

動がどのようにして透水係数を低下させるかを考察する。第二章と

第三市において目!日主の研究と比較して特に特徴的な点は、日Hlの研

究はほとんどが細菌の地加に注門したものであるが糸状箇のj曽殖に

よる間隙の円言占まりについても ij[lJ定した点、および微生物情tf9Jの影

響として微生物品/I! }J包及び代謝生成物質の j切殖による問 r~:l のF-J 詰まり

と、微生物が発生するガスが気泡となって問|療を閉塞する現象を、

同時に測定した点である。

一方、第pq;;;rでは微生物のj伺殖により土境問!日誌が閉塞され、透水

係数が低下する機備を数学的に表現した。 とのモデノレにおいて特徴

的な点は、従来のモデルは初Ij溜のコロニーが士粒子表面にバイオフ

ィノレムを形成するという仮定の下に榊築されているが、微生物の多

様な生息形態に適応させるために、微生物の生息形態を数学的に表

境し、モデルの "1'に組み込んだ点にある。 このモデルは、まだ均一

形粒子のみに適J1iされるモデノレであるため、第二章、第三主主の実験

結果にi菌JfJできるまでには至っていない。

10 



第 2章 長カラム実験による透水係数

低下要因の特定

第 1節実験の目的

本主主の目的は、 jJ ラム~験により微生物が透水係数を低下させる

現象を確認し、その機併をl]J'jらかにすることである。そのために

栄養水と殺菌水をmいて透水係数の1時間変化を長期的に調べる 。第

三主主における笑験と区別するために、本帝の実験を「長カラム実験」

と名付ける。そして、微生物細胞と代謝生成物質の生成による透水

係数の低下を調べるために、微生物数の分布を測定し、また、問問;[

水仁1-'の基質濃度の1傑さによる変化から、微生物の活動を間接的にiWI

定する。 さらに、微生物が発生するガスが問|搬を閉塞することによ

る透水係数低下の影響を検討するために、メタンガス発生の可能性

を土JIるための酸化還元電位の測定などを行う。

第 2節試料

( 1 )試料選択の理由

宮崎ら (1991)によれば、林地、水問、および畑の土を、それぞれ

深さ別にサンプリングし、長期的に富栄養水処理をした時の、各々

の透7"係数のH寺IIfI(Ij変化を調べた結果、透水係数の低下が最も激し

かったのは、7)(1]] の'ðt~さ 20-30cm の初般を含むj留からサンプリング

20 



212市 長カラム実験による活水係敬低下礎図の特注

した試料であった。この実験結五R:に基づき、本論文では水 111の.V同住

府からサンプリングした討中|をj円いてカラム浸透実験を行った。

( 2 )試料採取地の概要

Jk:京都日l無市の東大付属j災場における 7)<IIJを試料採取地とした。

土壊は火 111灰土綴(関東ローム、立川|ローム屑)である。 この7l<m

は試験農地と して造成以来初年以上水田としての利用形態を維持し

ている。

( 3 )試料採取方法

7l<PJの深さ IOcm ごとにシンウオーノレサンプラー試料を 3本ずつ、

深さ 90cm まで合言1.27本採取し、月11に 100cm'コアサンプノレ 2個ず

っと、袋試料 ]袋ずつを採取した。ただし、コアザンプノレは深さ 40cm

までは 5cI1lごとに、深さ 40-90cm は 10cm ごとに採取した。また、

木実験でm いる~~J.量生腐 の試料を係取した。 シンウオーノレサンプラー

は内径 4.8cm，長さ約 15cm の真鈴製で、あり、先端を刃形にし、透水

試験の|燃に土とサンプラーの墜而の問に水みちが出来ないようにす

るため、内而に祢くグリ ースを塗り、サンプラー先端から約 IOcm

まで鉛直に111111おに帰入することで不悦乱試料を得た。ただし、土が

非常に固い場所では、サンプラー先端から 5cm 程度しか折fI入/1¥来か

かったものもある。試料採取後、ただちにサンプラー上下而に蓋を

し、テーヒaングして土の乾燥を防いだ。試料採取は 1994{I三5月 6日

に行った。当日の天候はJ1iT天で、水聞は線地状態であった。



Ei 2寧 Aカラム実験による誘水係数IJ!:下種肉の特定

( 4) 土壌断面調査および物理性測定結果

A.土壌断面図

Fig. 2-1によ域i折而の写真を、 Fig.2-2に上J会l折問調査図をそれぞ

れ示す。深さ 30cm のところに表土と心土の82界があった。ただし、

過去に深jげをしたH与のプラワのあとが、断面スケッチに示したよう

に、くっきりと見えた。深耕によって、表土と心土の境界が深さ 50cm

に達するところもあるが、試料採取した地点における表土と心土の

境界は、泌さ 30cmである。

B.硬度の垂直分布

Fig. 2-3 に、山中式脱皮計による硬度の測定値の垂直分布を示す。

グラフの I.IJの深さ 30cm における償線は、表土と心土'の境界を示す。

以下のグラフにおいて も、 同織である。深さ 15cm までは非常に柔

らかく、深さ 20cmから 30cmにかけて急激に悶くなり、主It撚が形成

されていることが認められる 。 よV~盤の深さは、 25cm から 33cm にか

けてである。深さ 50cmまでは次第に硬度が減少し、深さ 60cmで再

び ri9!J.支がj白川している。

c.三相分布

コアサンプ/レ試料から、重益法により乾燥密度ーと含水比をiJliJ定し、

袋試料による:Q:比重のdlJj定結果とあわせて、深さごとの三相分布を

計算した結果を、 Fig.2-4 に示す。ここで、真比重の測定は、表土

の代表として深さ IO-20cm の袋試料から、耕継の代表として本実験

j刊の試料から、心上の代表として深さ 60-70cm の袋試料からそれぞ

れ真比重を 3回iJ[Jj定した平均の値を用いた。真比重の値は、表土が

~2 



Z'52 j在 長カジム:151官による汚水係数低下要因の特定

Fig，2-1 土壌断面写真
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第 2f主 長カラム~罰金による涜7k係長生低下要因の特定
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宮~2 主主 長カラム実験による添水係数低下型囚の特定

2 . 529 、よJ同需が 2.538、心 I~が 2.63 1 である 。 Fig 2-4からわかるよう

に、排撚付 近における回相率が大きく、気中n~容は恨めて小さい。ま

た、Fig.2-5 に示した乾燥続皮の*底分不fiからもわかるように、耕

機付近で乾燥密度は大きくな っている。

D.飽和透水係数の垂直分布

シンクオーノレサンプラーで飽和透水係数を測定した結果を Fig.2・

6に示す。試料ごとのばらつきが大きく、中?に耕mllJ冒を含む 20-40cm

ではーぱらつきが大きくなっている。試料中に粗大間 I~:( があることに

よって透水係数が大きく f~ ることが考えられるため、肢も !氏い透水

係数に注日すると、耕椴胞における透水係数が他の腐と 比べて小さ

い。これは、乾燥密度が大きいためであると考えられる 。なお、こ

の京市巣は宮附 ら(1991)のi!JII定結巣と 一致する。

E.粒度試験

実験試料として用 いたのは、深さ 25-J3c l11 の ;FJt-~幣層 から探取し

た土であるが、その試料の粒度分析の結果を Fig.2-7に示す。粒度

試験は、 O.063mm以上の粒子については水中節目別法で、O.063mm以

下の粒子についてはストークスの法則に よる比重吉l法によって測定

した。 測定は 3回行ったが、ほぼ|百lじ粒径加1積 IIlJ線が得られたため、

その平均値を示す。測定は、 J禽倒を分解せずに行ったため、I司 2mm の

飾別試料に、 未分解の稲わらと思われる有機物が見られた。 Fig.2-7 

より、 粘土 17%、シノレ ト25%、砂 58%の Clayloamであることが分

かる。
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第 2立 長カラム実験l手ム急進主主手数低下要肉の特定
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Z~ 2 ij 長カラム実験による透ノk係数低下要[J，;Iの特定
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主主主一足カ ラム実験によ拍湯水係数低下笹凶の特定

F.乾燥密度と透水係数の関係

カラム浸透;;k;験にあたり、 IJ吃j恭平何度と透水係数の関係をIYIらかに

しておくことは有雑であると考えて、以下のような測定を行った。

直径 5cI11のアクリルリングに、試料のとを所定の乾燥密度になる

ように充 J}ïし、 - I~t水につけて毛管上昇させることによって飽和さ

せた後に、変水顕試験によ って透水係数をi!lll;@;した。71<:を飽和させ

る除、試料の上端を解欣していたため、試料が膨ifl'lし、設定した乾

燥平何度よりも実際の乾燥続l交が小さくなった。そこで、透水係数測

定後に試料長をiJllJ定することにより、 IJ諺潤後の乾燥密度を計算した。

乾燥稼皮と透水係数の関係を Fig.2-8に示す。乾燥年十:;f変が泊)Jnす

ると、透水係数が減少することがこのグラフから明らかである。

G.試料の調整

~験試料』士、採取後直ちに 1 0 0C の 冷服用fの中に保存し、微生物の

活動を拘Iえることによってなるべく試料採取H寺の状態を保つように

し、カラム実験で使用する時に、その都度、冷蔵庫から取り出して

実験を行っ/こ。冷蔵庫内の試1>1は含水比 81%に保たれていた。

また、カラム実験に供試した試料は、すべて 5月 30日に 2111111の

ふるいで節目りした。そして、カラム内に充JJJする前に 1/1寺間程度風

乾して、合水iじを 75-80%として、充填しやすくしたものを用いた。
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第 2章 1;:カラム実験による蹟lk係数低下盟国の特定

第 3節実験 の方法

( 1 )実験の概要

水 111 の ~'Jt推層から採取した試料をアクリ/レのカラムに充填し、長

期間水を浸透 させたnij'の、 jJラムの屑ごとの透水係数の時間的変化

を測定した。栄養水(グノレコース溶液)を流した時と殺菌水を流し

たH寺、すなわち微生物活動の有無によって透水係数の変化にどのよ

うな違いが見られるかを調べた。さ らに、カラムの層ごとの微生物

活動の状況を J;rl るために、阿変化還元電位の分布、問 J~:( 中のグノレコー

ス濃度、微生物の数などを測定した。 また、栄養水を流しているカ

ラムに途中から殺菌水を流して微生物活動をなくした時に起きる変

化を調べ、微生物活動が透水係数に及ぼす影響について考察した。

( 2 )実験装置

A.実験場所

カラム笑験を行った場所は、東京大学j災学部旧 4号館内の浸透実

験室に設置されていた、恒iffit恒f毘チャンパー内である。室温は 300C

に設定し、制度の設定はしなかった。実験を行ったJDI問は 1994年 7

月から 1995f['-1月である。なお、農学部 4号館は 1995年に取り廃

された。

s.装置の概略

Fig. 2-9 に、カラム浸透実験の装置図を示す。直径 7.5cm、高さ 4cm

のアタリノレリングを 3つ重ねて、湾iさ J2cmのカラムを作り、この
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]I2 j主 長カラ J、・~験による湯水係数低下型図の特定

中に試料の土をつめた。カラムの上端と下町i1には、ガラスフィノレタ

ーをつけて、試が|の流/J:を防いだ。使用したガラスフィルターは、

G 2または G 3という日の加さで、それぞれのフィノレターの透水係

数は、 G2は JO-'cm/sのオーダ一、 G :1は JO-'c01!sのオーダーで

ある。 このカラムに、」こから下へ連続的に水を流した。その際、カ

ラムの上下にかかる圧力は、マリオッ卜t1・と注射針を使って一定に

保ったοYン夕、とリングの附には0 リングと言われるゴム製の愉を

入れて、気緒1'1:を保った。者1:*;1をカラムに詰める際には、あらかじ

め定めた乾燥?を;度になるように、リングの厚さ Jcm ごとに試料の重

量を測定して充模した。アクリルのリングに円周状に傷を入れて、

充填するi燃の円安とした。

黒のビニノレで装置全体を綴い、光が入らないようにするとともに、

勾気中の微生物が締jJ入らないようにした。

C.テンシオメ ータの挿入

i) テンシオメータとマノメータ

先端にポーラスカップをつけた注射針(テンシオメータ)を試料

の各派さに卯入し、ピニノレチューブで水7 ノメータに接続して、 7

ノメータの水伎をカセトメータで読みとることによって、問 I~ll水圧

を測定できるようにした。マノメータのチューブには、医療用アン

ギオチューブを使JTJしたο そのi際、注射針は小さなゴム栓に怖入し

てから、アクリノレの i1~i:Jñ にコム位ごと帰入した。 とのチューブは、

毛管上昇をほとんど起こさない。 注射針の外径は 1 . 5 m01 、 7J~- ラス

カップの外筏は 2.20101である。
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第 2茸E 艮カラム'u験によ呂活水係数低下車閃の特定

ii)針の挿入位置

針を何人した位置は、注射針の先立lii位置が、試料の最上自'ffiiから下

へ、 OCI11、1crn、3cm、5cI11、 7cI11、9cm、llcm、12crnの位置であるの 一審上

と一夜下(深さ Ocrnと 12cl11)を|徐いたすべてのテンシオメータは、

それぞれのiI!?Iさに 3本ずつ、 |二から見て均等になるように柿入した。

テンシオメータは、試料のq-，に 1crn入るようにした。一番上と 一苦手

下のフィノレターに接触する注射針だけは、アクリ ノレ壁面に斜めの存fl

入口を作ることによ って斜めに士巾にささるよヨにして、その先端i

がTfr定の深さになるようにセットした。その|然、ポーラス ・カップ

をつけると、針が斜めに何人されているため圧力をiJllJ定 している高

さを正確に知ることができなくなるため、ポーラスカップを用いず

に、先端をつぶして土粒了ーの流入を防いだ注射針を直接姉入した。

iii)給排水圧力測定用マノメータの接続

また、メlラムに侵入する場所およびjJラムから排出する場所の圧

力を測定するために、マリオット管とカラムをつなぐチュープと、

カラムと排水mの針をつなぐチューブに、それぞれ7 ノメータを接

続し/こ。

iv)間隙水採取用三方コック

r::'JI切はくのグノレコース濃度'の測定を行うために、マノメータに接続

した注射針につけた三方コックを 切りもFえる事により、間限II水を採

I政できるようにした。
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第 2I'it 1を7:Jラム実験に よる誘水係数低下盟国の特定

D.酸化還元電位測定用電極の挿入

微生物活動による士j哀の還元化の程度を知るため、酸化還元電{1'[

dllJ定}!Jの白金'，'11;惚を 4本押入した。 白金電極は、比較電極と 一休に

なっているものをsl!:mした。危悔の直径は 1crn で、試料1:1マに 5mm

ほど押入し、カラムの控而にアラノレダイトで接着した。i立傾を打n入

した位置は、カラムのと端から ICI11， JCI11、6.5cm、IO.5crn である。た

だし、実験によっては、 3cm の位低に 1木だけjifl入したものもある a

(3 )実験条件

A.流した71'<.の種類

i) 殺菌水と栄養水

~imt は、微生物活動を活発にして現象をはっきりと見るために、

すべての実験において JOOCに設定した。カラムの中に流した水は、

50ppm グノレコース (C.H，，0，)水溶液と 50ppm アジ化ナ トリウム

(NaN，)水熔液の 2種類である 。グノレコース水溶液は、蒸留水をオー

トクレープで殺菌してからグルコースを溶解した。 アジ化ナトリワ

ムは、 強力な殺i筑力を持つ。以後、 50ppl11グルコース水熔液を「栄

養水J、50ppmアジ化ナトリクム水溶液を「殺菌水」と呼ぶととにす

る(ここで、殺菌水と lま水が殺菌されているというだけでなく、殺

菌力のある水であることをな"とする)。栄養水、殺菌71くともにチャン

ノ《ー内にーlぬおいて 、水il.itを 30
0
Cにしてから、カラムに供給した。



百12政 長7Jラム:l<般による湯水係教低 FIDl図の特定

ii) グルコース湿度設定の理由

グルコース濃度を 50ppITI に設定したJ型l幻は、 Vandevievereand 

Baveye (1992a)の実験においては、グノレコ ース濃度が 50ppmのl昨に

グノレコースが微生物所1MのHtl)11)ミ25因になり、グ/レコ」ス濃度が

IOOppmの時にはグルコースではなく浴存円安泰が微生物活動のfhl)限要

因になったと報告されているためである。

B.試料の殺菌処理について

殺菌水を流した実験においては、試料をオートクレーブ (1200C.1.2

気圧、 2 I時間)で殺菌してからカラム内に充壊した。 なお、オート

クレーブの時間は通常 20分取皮とされているが、その程度の時間で

は土j表粒子の微小間lij:(内に水蒸気が充分に行き渡らない可能性があ

ると考えて、時間を長くと った。

c.土の充填乾燥密度

試料を充rj，(した乾燥手伝度は、j!)r燥の乾燥符11交に近い 0‘8g/cm3と、

0.65g/引い である。試料の平均の動水勾配は乾燥密度 0.80g/cm'の実

験では 10に、乾燥松l文0.65g/cm'の実験では lにした。

カラム実験は全l~rl で 4 回行った。 Table 2-1 に、それぞれの実験条

件をまとめる。栄養水八は、はじめに栄養7)，を流し、途中 (118 日

後)から殺菌水に切り変えた。
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雪Lg章 l圭カラム実験 による湯水係敬低 F要 閣 の特定

Table 2-1 Kカラム実験の実験条{tj:

実験<r-， 乾燥薪皮 継続H寺問

殺i泊ノ'Ic実験 O.65g/crn" 39円

栄養7)(実験八 0.6fig/cm3 
1 fi511 

栄養7k実験日 0，日5g/cm3
18仁l

栄養71，実験C O.80g/cm' 162日

( 4 )土の充填と水の浸潤

A.土の充填方法

土は、門的とする乾燥街J止となるようにあらかじめ重量を 測定

し、深さごとに充填した 。 カラムの高さ Icm 分の土の 体積 1

44.18cm
Jであるため、充j立すべき土の乾士丞は、乾燥密度 O，65g/cm"

で詰める場合には、

44.18 x 0，65 = 28.72g 

と計算できる。含水比は、充填するたびに測定し、乾燥密度と含水

比から、充足iすべき土の淑上軍が分かる 。土をオートクレープにか

けたl時には、カラムの高さ 5mnl分の試料を 24倒 ビーカーに分けて

から、オー トクレーブにかけた。オートクレーブをかけてから土の

重品を計ろうとすると、土の合71く比が変わっているためにうまくい

かないためである。土をfi?"fめる |然には、ある深さま で充填して、 次

の試料を入れる 前に、詐iめ方が不連続 にならないように表而にピン

セットで若干の償罰しを与えた。
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第 2波 長カラム実験 による透水係数(11;下型因の特定

s. 7}<の浸潤方法

土を詰め終わってから、ポーラス .JJツプと白金電傾を何入し、

ポーラス ・プJツプをマノメ ータに接続してから 、下方から水を浸刊

させた。7I¥を浸ill'lさせた方法は、後初は水位を試料の下総jの高 dに

して、 -I!犯毛管上昇させることによって試料金体を飽和lさせ、その

後水位を iニげて」二のフィ/レター主で完全に飽和されてから、上から

下へ水を流し始めた。水を上から下へ流し始めた時をもって実験IJf.I

始Hキとする。ただし、栄養水 Cにおいては、透水係数が小さくなか

なか下から上に水が飽和 しなかったため、下方から水を浸j問主せて

いる途中から上方から71くを流した。 したがって、気泡が試判中に残

されている可能性はある。

( 5 )測定項目および測定方法

A.ブラックス

Table 2-2にiJIIJ定項 円をまとめる。ブラックスは、電子天秤による

排水流員;の測定から計算した。電子天や'1'は O.OOlgまで読み取れるも

のを使用 した。また、ピ一方ーにフィルムをかぶせて蒸発を防いだ。

さらに、マリオッ卜管にスケールを取り付け、給水流量を測定する

ことにより、給;J，流盆と VI'7I¥l茂監が一致することを確認した。

s.間隙7}<圧

カラムの深さ日IJi霊水係数をim定するために、カラムの各深さの問

l!i:iノ'1，の圧力を 測定した。 間Wli7l<圧は、テンシオメータに接続した水

マノメータの水位をカセトメータで読みとることによって 測定し
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Z~ ~ l'立 jピカラム実験による透水係数低下嬰閃の特定

Table 2-2測定項目

項目 測定方法

フラックス ffi子天秤による流量測定

間sJjt水圧 水マノメーター

グルコース濃度 ヘキソキナーゼ・グルコース -6ーリン駿

脱水紫酵紫法

酸化還元電位 白金ffi樋

室温 水銀温度計

乾燥密度 重量法

微生物数 希釈平板法

土粒子表而観察 走査電子顕微鋭J最盟主

4 J 



宮~2 班 lをカラム実験による湯水係数低寸要因の特定

た。カセトメータは 0.001CI1lの単位まで読みとった。ただし、闘詰

め実験に|吸り、カセトメ ータはs1!J日せずに、マノメータを固定した

収に張りやl けた方 "I~JTI紙の円椛りから、 1mm 単位でマノメ ータの水

位を読みとった。 その埋 rl~1 I士、四百i!iめ実験の際には動7K勾配を 10に

設定したため、給7)(1l寺と 1)1ソ'KII寺のヘッド笈が l20cmになり、測定に

)1日、たカセトメータの測定範1mを趨えてしまったためである。また、

ll11m単位の測定で充分であると判断したためでもある。

同じ高さに 3つのテンシオメータを挿入した場所においては、 3

つのマノメ ータの読みの平均から、その夜iさの問|味水圧を引算した。

C.透水係数

飽和1透水係数は、ブラ ックスと問IU!t7Jく圧の測定値から計算した。

すなわち、ダルシー式によれば、

H
一7
h

a
-
A
 

K
 

一一
円
υ
一}

(2.1 ) 

ことで、

Q:フラックス

K s 透水係数

AトI 全水頭変化

6Z 院さの差

なお、飽和1透水係数はJ)(rliitの変化にともなう水の粘性係数の違い

によって変化するため、 20
0

Cの時の透水係数に換算する場合もある

が、木論文では全ての実験が 30
0
Cの一定の淑度のもとで行われてい

るため、 imt度による補正は行わず、 30
0
Cにおける透水係数で統一し

た。
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苫~ 2.ti1 ~カラム'.M験による湯水係数低下車関の特定

また、本研究では、 Iml~:i 'l" に微生物が発生するガスが気泡として

都制されることが示されるが、その場合の透7)(係数も、気中1'1が大気

とJ妥M!してい沿いため、rfiB:frl J透水係数としている。Sanchezet al 

() 994)らは、 7/くが上に毛符プ]によって保持されていない限りは「飽

和IJ であるとして、同保の立場に立っている。

D.酸化還元電位

民主化遺元電位の別1/:tEは、 11金'it;i:慢を酸化還元電{立を測定する機械

に接続して、 30分以上経過して値が安定してから、その値を読みと

った。

E.グルコース濃度

また、基質濃度変化から微生物活動を間接的にiW/定するために、

カラムの各深さでの問 1~:i7/， 中 のグルコース i炭度を ifliJ 定した。 間 1~~7J(

を採取する|燥には、圧力i!liJ定のためのテンシオメータの注射針とマ

ノメータをつなぐ場所に三方コックを後続し、三方コックを切り替

える事により、注射器で rm l~p:水を採取できるようにした。その際、

最初]の注射針と三方コックの体積に相当する分の溶液は廃棄した。

また、測定に必要な分監のJ1l1lij:i水がたまるまでに、数十分から数時

1mかかるため、注射'fr;fを 51~、た状態で闘定して待機した。 その 11IJ 、

注射球内は非常に低い圧力になっているため、問 I~ii水中の溶存ガス

が気泡となって抜けていく綴子がl時々観察された。

グノレコース濃度は、 1111小のグルコース濃度定量に標準的に用いら

れるヘキソキナーゼ ・グルコース-6 -りん駿脱水素酵素法で定量;し

たロ血中のグノレコース定量の際にはiffJJ楓素酸による除タンパクの操

作が必要となるが、この実験においてはそのj操作を省略した。
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第 21存 度カラ ].，cx験による添水係数低下iRL[沼の特定

F.室温

室ffflU士、 7)cffiR温度計で測定したが、常に 29.0.Cから 30.00Cに保た

れていた。

以上は、浸透実験qlに継続i'1t.;に測定した。 さらに、カラム実験終

了後に、カラムを分解して、以下の測定を行った。

G.乾燥密度

乾燥密度は、リングのl事さの 4cm ごとに上を切断し、炉乾土の重

量を測ることによって;1とめた。

H.微生物の数

微生物の量;は、希釈'1Z-1阪法によって数えた。微生物を府蒸するた

めの府地は、細菌と j皮線i笥iWI定mとしてエッグ ・アノレプミン寒天府

地を、糸状菌測定加としてローズベンガノレ寒天培地を使用した。分

散は、 1800回転/分の試験管ミキサーで 10分間行った。

1. 走査型電子顕微鏡撮影

また、土擦純子の表而の、微生物の生息形態を観察するために、 Imm

frJの試料を白金で蒸着した後に、元E査型電子顕微鏡(日立，S-4000) 

による土壊粒子の線影をした。

~~ 



Z~ 2主主 I甚カラム実験による活水係数低下礎困の特定

第 4節 実験の結果と考察

( 1 )透水係数の変化

A.殺菌水を流 したの透水係数変化

i) フラックスの変化

まず殺菌71<を流したときの結果を示す。 Fig. 2-10にブラックスの

変化を示す。尖験1m始後 8n 後までゆるやかに上昇し、その後ゆる

やかに低下し、ほぽ一定の値を保っている。

ii) 全水頭分布

Fi呂 2-11に全水耳目の垂直分布を示す。全水iiJjの計tiにあたっては、

試料のJj'i下縦の下のフィノレターの上而と依する位佳を基準の高在、

すなわら位置水頭がゼロの高さとした。その高さは、グラフの中に

z=oとして示した。図"1'の凡例は、実験開始からの経過H年間を示

す。実験開始後1.2円と 8.1 1:1においては全水頭分布に大きな変化

はなく、試料rjlのどの胞においてもほぼ一定の傾きになっている 。

ところが、 14.1日後には、」二のフィノレターの部分における全水頭の

減少が非常に大きくなった。

iii)透水係数の変化

ダノレシ一式から試if:Iの深さ別透水係数を計算した結果を Fig.2-12 

に示す。」二のj習の方が透7)(係数が小さくなっていることが分かる。

これは、充填乾燥絞l支がよのノゴが大きい、すなわち絡に詰まってい

ることによる影響と考えられる。上のフィノレターにおける透水係数

tl5 
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第 21it. 匝カラム実験による誘水係数低下型閣の特定

を Fig，2-1 3に示すが、 7日後までは噌川lして、それから 14n 後まで

減少し、以後 J，\~加 を続けている 。 試料をオートクレーブで殺菌し、

さらに殺菌剤を流しているのだから 、微生物の活lIJlJはまったくない

と考えて良く、試料中およびガラスフィノレターの透水係数の変化は、

すべて長期間浸透させることによる物理的、化学的な変化によるも

のである。

試料が11彰刊する司1:による透*係数の低下は見られなかった。 これ

は、実験開始前に試~;;I を ー lぬ毛管飽和l させた l時点で、 11彰潤がかなり

進符したため、実験 IJfI 始後の !10n~j 1'îlは非常に小さかったためと考え

られる。

カラムの上端 1.c mにおいて、他の!習よりも透水係数が小 さいの

は、浸透水 rlJの微粒子による目詰まりの影響があると考えられる。

B.栄養水を流 した時の透水係数変化

り栄養水実験Aの透水係数変化

フラックスの変化

はじめに栄養水実験Aの結果を示す。 まず、フラックスの変化を

Fig， 2-14に示す。図 rl'!に示したように、 14日後に、マリオッ ト管を

高くして、動71，勾配を 2併に大きくした。 また、 118 日後から殺菌

水を流したn Fig， 2-14 の変化が急激なところを鉱大して、実験開始

後 30 Iヨまでのフラックスの変 化を Fig，2-15に、殺菌7)<に切り替え

てから 120I時間後までのブラシタスの変化を Fig，2-1 6 (償制hの単位

に注意)に、それぞれ不す。 フラックスは、実験開始後 13日まで急
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第 21在 I差カラム実験による湯水係数低下型因の特定

激に減少し、その後 15日まで|二昇し、それから再び減少を続けた。

11与問と共に減少の速度はゆるやかになっている。

全水頭分布

まずは、殺 i~i* に切りかえる首íj の変化に注目し、全7/<頭分布を

Fig.2-17に示す。 l口後と 5日後 1-:1:、深さ 9cmから llcmのところで、

グラフの傾きが小 さくなっている 。つまり、この周の透水係数が他

の腐と比べて小さし、。ところが、 10日後、 30日後には、深さ 0-lcm

のj習でグラフの{日{きが非常に小さくなり、 lcm より下では、ほぼ垂

直になった。実験開始後 30.3Flの全水頭分布を見ると、深さ 7cmか

ら 9cm にかけて、下か ら上へ向かつての水の流れが引き起こされる

べき変化が見られる。 これは、ポーラス・カップを挿入した位置が、

アグリルリングの外岡からわずか lcm の位置であるため、カラムの

巾心に主要な水みちが1"I1;!そたことにより、カラムの中心部の問|総水

圧よりも低い水圧が測定されたためであると考えられる。時間が経

つにつれて 、非常に低いマノメータの水位が測定される箇所が増)JI1

した。そのようなマノメータは、読みを平均する |探に計算から除外

したが、 3っとも非常・に低い圧力となる筒所も出てきて、間隙水圧

のd{lj:q:は図燥になった。

透水係数の変化

このような理J:ll により、 jJ ラム下郎の、全*llf~分布のグラフが垂

直に近い部分では、透水係数の青I-m:は/1¥来なくなった。そこで、透

水係数の言I-mtが可能なカラム上部の 2つの層、つまり深さ 0-1crnと、

深さ 1-3cmにおける透水係数の変化を Fig.2-18とFig.2-19に示す。

Fig 2-19は Fig.2-18の{漬物hを拡大したものである。県メLのみあって
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第 2草 I}カラム実験による鷺ノk係数低下車凶の特定

自主Lのない点は、 |ニ記のような全7I-:liJi分布の逆転現象により、透7)(

係数が計算できなかった以である。

深さ O-Jcmの層においては、 1011後まで透水係数が急激に減少し、

その後いったんJ判川lし、 16 Il 後から再び減少し、減少の程度は次第

に緩やかになっている。そして、深さ J-3cmの府においては、透水

係数はやや減少しているものの、1:t~さ 0- J CI11程ではない。とのよう

なカラム上焔における透7)，係数の低下は、殺菌水を流したときには

見られなかったものである。 したがって、試料のJlie潤のような微生

物の関与しない物理性の変化ではなく、微生物の何らかの作用によ

ってカラムの上端 Icmにおける透水係数の低下がもたらされたこと

が明らかになった。

殺菌水を流したことによるフラックス、間隙水圧の変化

次に、殺菌水に変えてからの変化をみる。Fig.2-16 によれば、殺

菌水に変えてから直後に急激にフラックスが上昇し、 20時間後以降

は比般的緩やかに上昇している。

金水illi分布の変化は、Fig. 2-17によれば、 10日後には上のフィノレ

ターと試料の上端から かIcm の層においての圧力勾配が非常に大き

くなったが、 Fig.2-20のように、殺菌水に変える直前の 118 日後に

は、さらにその圧力勾配が大きくなった。ま/亡、この時には大部分

のマノメータが非常 に低い圧力となっていた。そして、 124 日後、

すなわら殺菌水に変えてから 6 日後には、依然として上のフィルタ

」と試料の後 七端における圧力勾配が大きく 、その下での圧力勾配

がほぼ垂直になっているが、特に上のフィノレターにおける圧力勾配

が非常に大きくなっている。
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殺菌水を流したことによる透水係数の回復

このことをふまえて、カラム各府の透水係数の変化を見る。il}び

Fig. 2-18を凡ると、栄養7)くから殺菌水に切り替えたことにより、が;

料のi法上減iの かIcmの胞において、透水係数が 10-6のオーダーから

10-.，のオーグーへと、ほぼ 100倍近く上昇ーした。それに対して、上

のフィノレターの透水係数は、 Fig.2-21に示したように、やや回復(上

昇)してはいるものの、試料のl詮上。!日ほどではなく、 10-，のオーダ

ーである。この値は、実験開始Hキの値の 100分の lであり、フィル

ターにおける透水係数の低 Fは、殺菌7)(を流しでもほとんど回復し

ないことが分かる。すなわら、栄益水を流して微生物が活発に活動

することによる透水係数の低下l士、微生物活動をi停止させるととに

よってもとに戻る可逆的なメ ')Jニズムと、微生物の活動が停止 しで

も戻らない不可逆的なメカニスムの 2種類があり、ガラスフィノレタ

ーにおいては不可逆的メカニズムが、試料の上端iにおいては可逆的

メ ')J ニズムがそれぞれ優位であるという説明が II~ 来る 。

上のフィルターにおける目詰まり

上のフィルターを観察すると、試料lと桜している部分に赤い物質

が村清しているので、との物質がフィノレターを目詰まりさせて透水

係数を低下させているのではなし、かと考えている。 Vandevi巴vereand 

Baveye (1992)の実験においても 、水の浸入口(彼らは下から上へ7)く

を流しているので、長下端)のメッシュにオレンジ色の J1~積物が形

成されたことを報告し、)1JJ傑の現象が他の研究者によっても報告さ

れていることを指怖 している。そして、この試料の透水係数が低下

した原因は、このl1f:ftJ物によるものと、 Arthrobactersp によるクロ

ツギングの 2つがあると考察した。

GO 
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ii) 栄養水実験 Bにおける透水係数変化

次に 、栄長7)(実験 日における透ノ'J<係数の変化を示す。Fig.2-22に

ブラックスの変化を、 Fig.2-2J，こ全水頭分布を、 Fig.2-24に試料の上

端から 0-1cm， 1-3cm の 2つの府の透水係数の変化をそれぞれ示す。

透水係数の変化を見ると、栄養7)(実験八と同じように、 1-3cmにお

いては、それほど変化がみ られないのに対し、 0-lcm の層で、著し

く透水係数が1低下した。 しかし、栄養木実験Aに見られたような

途，.)， で数日 11¥J透水係数がj科加する現象は見られなかった。試料の上

端 lclllの透;1<係数は、始めは急激に、そして次第に緩やかに減少を

続け、カラムを解体する直前の 17.2 FI後には、初期の値に対して 2

オーダ一程度低下した。

iii)栄養水実験Cにおける透水係数変化

栄養水のl最後に、栄養水'k験 Cの結果を示す。乾燥早密度を 0.8g/cm

勺こして詰めると、透水係数が非常に小さくなるため、フラックス

を大きくするために動水勾配を 10と大きくし て実験を行った。

Fig. 2-25にフラックスの変化を示す。 ブラックスは多少の変動は

あるものの、全体としてほぼ一定の値を保った。Fig.2-26に全水頭

のm直分布を、 Fig.2-27に各層の透水係数の変化を示す。いずれの

j習も、ほ1;[JO-'cm/sのオーグーの '1"で透水係数が変動している。こ

のように、土の詰め方を非常に密にしたところ 、透水係数の低下が

見られなかった。

iv)初期の透水係数の増加について

斤:論で紹介した、 Fig1-1の Phase2にあたる、途中で透水係数が

j首加する 現象は、栄養水実験 八 (Fig.2-19) において、 深さ 0-lcmの

G2 
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庖で 9日から 1611の1mに認めれた。しかし、栄養水実験 B (Fig 2-24) 

においてはそのような変化は見られず、透水係数は実験が終了する

18 日まで減少を続けた。 このことから、栄養水 Aにおける透水係数

のj首加は、 14 日後に給水マリオシ卜管の日さを上げて給水と排水の

ヘッド差を 2併にした{操作と何らかの関係があるのではないかと思

われる。透水係数のi白加が始まったのは、 9 日後からであり、ヘッ

ド差を 2倍にする 傑作が行われるよりも前ではあるが、9日後から 13

日後にかけての変化は比般的緩やかで、 15口、16日と、透71く係数が

急激に大きくなった。

浸透水 中 の1'，) 入空気の持平均，，~が透 7K係数の j曽加の原因であるが ヘ

ッド差を 2併にする操作でM入空気が圧縮された効果と、より速く

溶解した効果により、透水係数のJ也加が加速されたと考えることが

できる。

( 2 )試料の膨潤による透水係数の低下

実験開始時の透水係数が 、栄養水実験Aにおいては lO-4cm/sのオ

ーダーであったが、栄養水実験 Bにおいて、 lO.3cm/sのオーダーと

なった。Fig.2-8によると、乾燥密度 O.65gl引がにおける透水係数の

値は IO.4cm/sのオーダーであり、栄養水実験 Bの値はそれよりも 1

オーダー高い。

その理由 は、試和|のIJ診がlであると考えられる。試料充l変後、下方

から水を浸洲 させてー I~~おいたため 、 実験開始H寺、すなわら上方か

ら71くを浸iJYjし始めたときには、試料のIJ彰測は進行しつくしてしまい、

膨測による透水係数の低下はおこらないと考えられる。その般拠は、

殺菌水を流した実験において、透水係数の低下が見られなかったこ

(i9 
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とからである。 しかしここでは、その考察を吏に進め、1I!e?WJの過犯

を以下の 2段階に分けて考える。

①試料の闘相Z宇治1羽川lする。

②乾燥f密度が平均化される。

変化①は、試料の上端と下占的が閉じていなければ、乾燥筏皮の低

下として現れる現象が、試料の体積を-AEに保っているために、国

相率の J首加 として現れる 。 岡本日率の J'~l )JrJは、主として粘土粒子の II~

測によりもたらせると考えるならば、本li上粒子の層flil水の哨加によ

りもたらされるものであり、田中H率の唱力11量は緩めて微少である。

しかしながら、透水係数低下への影響は必ずしも少ないとは言えな

い。そして 、こ の①の変化は、主として試料飽和中に進行したもの

と考えられる。

変化②は、 二仁を充壊した|僚の乾燥密度の不均一性によりもたらさ

れるものである。変化①が終わっても、カラムを上下端から押さえ

つけているために、試料 lillæill~ しようとする力が働いている 。 その

カによって、乾燥密度が小さい!?日分は圧縮される。結果として、乾

燥平何度が大きい部分はより乾燥密度が小さく、乾燥密度が小さい部

分はより乾燥絞皮が大きくなり、試~Sl の乾燥密度の局所的な不均一

性がなくなる方向へと反応が進む。

試料充抗日!f-の不均一性により、乾燥絡度が小さい宮11分ができると、

その筒所の透/1，係数が大きくなり、*みらができる。その結果、透

7k係数が IO'Jcm/sのオーグーまで大きくなった。そして、変化②に

よって乾燥平何度が平均化されることにより水みちがなくなり、透水

係数が IO.4cm/sのオーダーまで低下したと説明できる。
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( 3 )糸状菌の増殖による透水係数の低下

A. グノレコース濃度の垂直分布

栄養水実験 Aの 11 1=1 後にカラム [11の各深さから採取したrlfll域水，.p

のグノレコース濃度の測定結果を Fig.2-28に示す。グルコースr;iil伎は

50ppm で作成したが、マクオ ッ ト管から採取したグノレコース溶液の

グルコース浪l交は 45ppmであった。グノレコースの消費が激しいのは、

深さ 0-1CI11の!習で、この府で、 45ppm あったグノレコースが、 12ppm

にまで減少してる。 この防より下では、グルコース濃度はほぼ同じ

で、ほとんどグルコースの消費は見られなし、。 とのことから、深さ

かlcm で、微ノ1:::物情ifVJがj員一も r.r，発に行われている事が分かる。これ

は、透水係数が低下した深さと 一致する。jJラム上端数 111mの酸化

庖において、微生物のH手吸が活発に行われ、グルコースが消費され

ていると考えることができる。

B. 希釈平板法による微生物数の計数

i) 細菌の数

Fig. 2-29に、栄養水実験 B終了後 (18日後、 9月 13日)に、希

釈平仮法によって、細菌と糸状菌の数を数えた結果を示す。政務l菌

は見られなかった。 これは、水で飽和していたからであろう 。図の

ー若干上に"atthe beginning"として示したデータは、冷蔵庫から取り出

した試料をビーカーのrl1に入れて、ビーカーにいっぱい蒸留水を入

れて 18 [I，ff 1m 7&112してからiJllI7i:したものである。

Fig 2-29によれば、 アイノレターのすぐj1yくでは、 細菌の数は実験

開始H与とほとんど変わらないのに対して、_j二立掛から 2cm以上下では、
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納i泊の数が 1オーダーから 2オーダー減少している。すなわら、透

水係数の低下が起こ ったj刊では、実験開始H与からほとんど同じ細菌

数が保たれているが、透7/<係数の低下がほとんど見られなかった層

では、次第に品111薗が少なくなり、」この層と比べて細菌の情。lがほと

んどなかったことになる。冷j紘Ji)Iのq-'で、まったく栄養が補給され

ない状態で 5カ刀から 7 ヶ)'J保存した後に、 10'個/gl:吃土の太一

ダーの細菌が生息しているのに、栄養71<を流して 18円後に細菌の数

が減少したのは、一見不可解である。 とれは、カラムの上層で般5憶

が m~をされ、下の方では嫌気的状態に必ったため、好気性高fU l箔が死

滅したためであると考えられる。

ii) 糸状菌の数

また、糸状l笥の数を見ると、今度は透7)(係数の低下がほとんどな

かった層において実験開始H寺から数があまり変化していないのに対

し、透水係数の低下が若ーしく見られたカラムの上端において、実験

開始H寺から 1 ~2 オーダ一糸状菌の数が l旬加した 。 すなわら、糸状

菌がj曽殖した場所で、透7Jく係数が下がった。 ただ、フィノレターのすぐ

近くの糸状l)i;jの数を見ると、 2つほど、非常に少ないデータがある。

この 2つは、フィノレターに(.J析していた試料を月]いたものであるが、

とのように航が小さくなったのは、木当に糸状菌が少なかったのか、

それとも失験の燥作上の誤りなのかは、分からない。いずれにして

も、糸状閣のj判殖が透ノ'J<係数の低下に寄与していると考えることが

/l:I*る。
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Zi2草 炭カラム主験によるi鼻水係敬低下型閃の特定

iii)栄養水実験 Cの微生物の分布

次に、栄鎚IK実験 C修了後にカラムを解体して細菌及び糸状的の

数を数えた紡5f~を Fi g . 2-30に示す。制1111、糸状i笥ともに、プJラムの

どの深さにおいても、初WIの数に対してほとんど変化しなかった。

糸状，11がj割高jl(しなかっ た原閃として 、以下のような要因が考えられ

る。

①問 1~lt椛造の泣=ぃ

第ーの要因は、r，n隙情i誌のj幸いである 。すなわち、 乾燥街皮を大

きくしたことにより、大きなIIl1隙が減り 、間隙の平均的な大きさが

小さくなった。 したがって、カラム上端において糸状菌のj切殖が起

こらなかった原因は、糸状i萄がJ肖航するために十分な大きさを持つ

間隙が少なかったためであると考えることが出来る。この点をはっ

きりさせるためには、糸状記iが Þ~l殖できるだけの大きさを持つ間隙

の査を正しく評制することが必要である。

②フラックスの違い

栄養水実験Aにおいては、初期のフラックスは 4X10-'cm/sで

その後フラックスは低下したものの、 118日後のブラックスは 3X 10 

5 cm/sであった。それに対し、栄養水実験 Cにおいては、ブラック

スは 10-.cm/sのオーダーの ']1で変動した。そのために、クりルコース

が供給される速度が小さく、微生物情!Mが抑制されたことが、カラ

ム上端で糸状関の噌殖が見られなかった151因であると考えることが

IJI来る。

ブラックスが小 さいために、グノレコースが供給された総量も小さ

い。実験終了までの 162n Illlに流れたグルコース綜液の量は 2.23V 
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2宮2rj¥' Iをカ ラム;1.>般による湯水係数低下型E凶の特定

シトノレであり、グノレコースの呈に寸ると O.1I2g しか供給されていな

し、。

c.走査型電子顕微鏡撮影

走資製電子顕微鋭によって、カラムのー務上の部分の土岐粒子表

而を撮影した写真を Fig.2-31に示す。表而に付喜子している物質が鉱

物なのか微生物のコロニーなのかは、分からない。

D.透水係数減少の可逆性について

栄養水実験Aにおいて、微生物の作mによって透水係数が減少し

たメカ ニズムには、殺菌7)くを流すことで回復した可逆的メカニズム

と、回復しなかった不可逆的メカニズムがあり、試料の上古!11におい

ては可逆的メカニズムが、上のフィノレターにおいては不可逆的メカ

ニズムがそれぞれ優位であることを示した。

微生物細胞と代謝生成物が1m隙を閉塞するメカニズムは、不可逆

的であると考えられる。すなわち 、殺菌71くを流して微生物が死滅し

でも、死菌{本は!剤師!(rtに残るであろうし、まして間隙にへばりつい

ていた代謝生成物がはがされるとは考えにくいからである。

E.糸状菌の増殖

栄養水実験八において、透*係数が低下したカラムの上自'Mjの細菌

と糸状wの数を数えた結果、細菌の数は実験開始H寺とほとんど変わ

らなかったのに刻し、糸状菌の数が著しく地力11した。このととから、

微生物の車rll ll包が l'm lm( を r!iJ~することに よる 間隙の閉塞、すなわち

clogg川 g現象を起こす微生物としては、糸状i!iiを第一候補に挙げる

ととが/J-¥来る。栄養水実験 Cにおいて透水係数の低下が見れらなか



;~~ 2翠 長カラム実験に 1:る汚水係数低下型肉の特定

Fig. 2-31 Scanning electron micrograph is the surface of 

soil particle in the clogged region (Glucose B). 
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首'2可i J甚カラム実験による添水係数低下lJ1t陪!の特lF

ったのも、糸状菌がj曽航しなかったためであると説明することがで

きる。

F.糸状菌の棲息形態

糸状 i誌は間 |鍬 rl ~J にどのように綾，白、し 、透*係数を下げているのか

を考える。比l般的(糸状i!tiの大きさと 比般して、ということである)

大きな間隙では、 i笥糸が*のill!り道を;mぐことはないが、比較的小

さな rlil l~:i では、@水断而般の減少により、通* 1抵抗が大きくなる 。

また、間 I~~ と 問|搬を結ぶ*の通り道を的糸が塞ぐ形になれば、 i厄水
低抗は著しく J¥¥'1)lfJする。

G.細菌、糸状菌のバイオマス

測定された個体の数l士、 細菌の方が糸状i釘よりも多いが、一般的

には、どの|二JJ，iiでも糸状閣のバイオマスが細菌のそれを上まわって

いると考えられている 。 したがって、糸状 ì~îの数が初期の 1 00 借地

Jmしたことにより、和l菌よりも糸状的のバイオマスが大きくな った

と考えることができる。

しかし、希釈平叙法によって測定される細菌の数は顕微鏡下で観

察される細菌数の数%でしかなく、また活動状態にある糸状菌の菌

糸はほとんど言|数できず、抑菌作j刊によって土嬢中に蓄積している

JJ包子の数を言|数しているに過ぎないため、 間隙[1)に占める細菌、糸

状菌の体取を却lるためには、バイオマスの測定をしなければならな

い。希釈lf-~.浜法による測定によって得られた士fI見は、釧菌の数、糸

状菌の数の実験開始時に対する相対的な変化およびカラムの庖によ

る相対的な違いである。また、カラム内は全体的に嫌気的状態にあ
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2i}2主主 j吾カラム:M験によ呂温存水係敬低下型闘の特iF'

るため、好気VI:*llIr:siよりも、機気i"1:細菌の}Jが数は多いと考えられ

る。

H.グルコース消費にともなう炭素収支の計算

ここで、カラム内に訴航された微生物細胞や代謝生成物の量を推

定するために、炭素収+子 y
.)'({;:''''5える。炭素がどのような化学変化を起

こしても、「流入量ー-fJl:IUiI1:=カラム内の子容積量:J という関係が成り

立つ。 グルコースはそのほとんどが n~ '1.lf: されるが、消費されたグ/レ

コースの炭素は、菌体あるいは代副生成物として土境巾に帯積され

るか、あるいは二酸化炭素あるいはメタンガスとなり、気体となっ

た分l士間隙'1'に気泡として残るか浸透水中に綜解して流れ去る。

Fig.3-29に示したように、栄養水実験Aの rJ 日経過時における間

隙水中のグノレコース濃度の垂直分布は、カラム流入時{こ 50ppm程度

であったものが、試N上刻iから 1cI11より下では 10ppm程度となり、

上郷 Icm の腐でグノレコースの大半が消費されている。そして、その

後の透水係数の変化を見ても、上端 Icm の層において透水係数が他

のJ習と比べて著しく小さく、浸透水"1]の微生物の栄養成分(グルコ

ース、 if~存酸素)がj罰ごとに違うことよ り、グノレコースが消 tまされ

ていることは明白である。そこで、もしも浸透水中のグルコースが

すべて微生物の地殖に使われ、あるいは代謝生成物として土壌試料

中に蓄積されたとすると、その;径はどの程度になるかを試算する。

T.炭素収支に基づく、炭素の蓄積量の計算

Fig.2-32は、深さ 0-1CI11の透7)<係数の変化を、積算排水量に対し

てプロットしたものである。 8 リットノレ流れるまでの問に急激に透

水係数が低下し、それから 4 V:/トノレ流れるまでの問はJ曽加し、そ
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百円 21在 民カラム実験 による誘水係数低下車問の特詐

の後は低下を続け、殺菌水に切り変える 118 11後には実験Ilfl始から

40 リットル程度の71く が流れている 。 f1'I~:排水量にグルコース濃度を

かけた症を積算グノレコース流人民;と 11予ぶ事にすると、殺菌*に切り

替えたHヰ点での税第グノレコース流入金は、 40リットルに 50ppmをか

けて 2gとなる。さらに、この値にグノレコ ース"1'の炭素原子の重n1比

をかけると、積算炭素ii1f入ほと名づくべき値が言1.t1川来る。すなわ

ち、グノレコース c0 1-1'200の分子&は 180、その中に炭素原子(原

子盆 12)が 6個含まれているから、その割合は 0.4となる。 したが

って¥積算炭素流入量は 0，8gである。透水係数の低下が起きた層の

厚さを ICIT1と見積もると、この胞には 28，7gの土が充演されている。

そこに 0，8gの炭紫が添加されたとすると、土の重量;に対して 3%の

炭素が添加 iされたことになる。 もちろん、気体となって浸透水中に

溶解するか気泡として閉塞された分もあるため、 0.8gの炭素が全て

土犠中に間体として訟rtJliされたわけではない。

そこで、以下の節では、透7)，係数低下の第二の要因として、微生

物が発生するガスが気泡として間隙中に蓄積して間隙を目詰まりさ

せる効果を考える。

( 4 )微生物のメタン発生による透水係数の低下

A.予想、される発生ガス成分

土!袈微生物が発生した気休がすべて浸透水中に捺解して流れ去れ

ば、透水係数には影響を与えないが、溶解しきれずに気泡として残

って 問 1~lt rlJに閉塞されると、透水係数が低下する原因となる。



第 2庶 民カラム実験 による湧水係敬低下型E因の特定

ガスの発生による透7/<;係数の低下は、殺菌水を流すことにより回

復する 、いわゆる可逆的メカニズムであると考えることができる。

それは、微生物百r，-lltiJが府発であるときには発生される気体の量が総

併する気休の五iと等監であるかあるいは前者が多いが、殺菌された

ととによって気体は熔解する 一方となり、透7)(係数が回復すると考

えられるからである。

土j袋中の微生物が生成する気体には、 CO" N" N，O、CH"、

H，Sなどがあるが、浸透水中には炭素源しか含まれてないため、

継続的に発生する気体として可能性があるのは、 C0，とC11，であ

る。

B.二酸化炭素の発生

そこでまず、 二円変化炭素について考える。メタン簡はきわめて酸

素を嫌うため、メタンが発生する l切に、好気ド1:細菌などの呼吸によ

り浸透水中の曲者素が消費され、 二目変化炭素が発生するものと考えら

れる。 ところが、発生したこ般化炭素は、その全てが浸透水中に溶

月草 して流れ去ってしまうため、気泡として問問lrlJに残って透水係数

を低下 させることは有り得ない。以下にそのことを計算によって示

1リットノレの浸透水'1すには、グルコースが 50mg含まれている。

このグルコースがすべて二駿化炭素になったとすると、発生する二

酸化炭素の長は、

6 X (50mg/180)= 0671110101 

この量は、 O "C 、 1 気圧の~:rl点に換算すると、

1.67mmol X 22.4cmりmmol=37cm'



第 2町 長カラム~験による滋水係数低下曹関の特定

となる。理府1i'J三表によると、 1気圧の二椴化炭素が水 1リットノレに

1容解する H寺の容積を oOC、 1気圧における容積に換算すると、 20"C

では 880cm
3、40"Cでは 530cm3である。そこで、 30"Cの時はその平

均をとって 705cm3

とすると、グルコースがすべて二円安化炭素になっ

た lJ~fの水の解月f(能力に対する 二円安化炭素発生堂の割合は、わずか 5%

である。したがって、発生した二般化炭素は、その全てが浸透水に

治解して流れ去るはずであるロ仮に、それでも総解しない二般化炭

素が残っているとしても、殺菌7kを流したときに突然に二酸化炭素

が溶解して流れ去るとは考えられとtい。

以上の考察をまとめると、浸透水 r11のグノレコースはその一部が二

酸化炭素に変化するが、水に対する溶解度が ~I， ~f; に大きいため、問

問I中に気泡として主主り透水係数を下げる役割は果たしていないと考

えられる。

c.メタンの発生

i) 酸化還元電位の変化

殺菌7)<を流した場合

次に、メタン発生の可能性について考察する。まず、メタン発生

には土演が還元化 されてなければならないので、酸化還元電位のa判

定綬果から示す。殺菌71く実験における 、カラムの上端iから 3cmの深

さの際化遠足電位を測定した結果を Fig2-33 に示す。供給した71くの

円安化遺元電伎は、 340mV とnli/定された。いずれの実験においても、

常にほぼ 300mVから 400mVの値を示し、還元化は認められなかっ

た。
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買I:11註 長カラム実験によろ透水係数1止F躯囚の特定

栄養7)<を流した場合

栄養水実験八の酸化22元f町立のH手間変化を Fig.2-34 に、1lli泊分;(Ii

を Fig.2-35 にそれぞれ示す。実験開始後、どの深さにおいても次第

に還元化がi.!tんだ。深さ Icm において、 39円後iこー200mV以下にま

で還元化されたことから、作変化屑が数ミリしかないことが分かる。

深さ lcmの 40 円以降のデータがないのは、 i喰化還元電位計の読み

が-300mVから 30011lV、あるいはそれ以上の値まで、非常に大きく

変動し、安定しなくなってし玄ったためである。j字論iで述べたよう

に、メタンが発生するためには、般化還元'ilAイ立がー150mV 以下に下

がることが最低必要であるとされるが、 39n 後には深さ 3cm をl徐く

全ての局で、メタンの発生が起こり得る程度に還元化が進んだ。

栄養7)<実験 Bの試料の上端から 3cm の位置に怖入した白金電侮か

ら測定された、町長化還元電位の変化を Fig.2-36に示す。

栄養水実験 Cの般化還元首!(立の時間変化を Fig.2-37 に、垂直分布

を Fig2-38 にそれぞれ示す。それぞれの深さにおいて実験開始後次

第に還元化が進んだ。特に、深さ 3cm と 10.5Cl1lにおいて、著しく

還元化が進んだ。

iりメタン発生の化学反応

まず、好気的H手段により二円安化炭素が発生し、酸素がなくなって

嫌気的状態になると、制正気発If~が I並行し、 二酸化炭素、蛾殿、府l'酸、
7)(紫が発生する。そして、メタン 1':1:二般化炭素、峨殿、 mot'j去を炭素

冊目とし、水素を水素/11;(として生成 tされる。そこで、グルコース中の

すべての水素原子がメタンになると仮定すると、嫌気的条件化でグ

ルコースからメタンが発生する反応は、以下のようにまとめること

ができる。
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第 2班 長カラム実験による誘71<係教低下要因の特定

C6HIlO.→3CH，+3CO， 

iii)メタン発生速度と 、水への溶解速度の比較

上述の化学反応から、グルコース 2molから、メタン 3molが生成

されることになる。そのH寺に発生するメタンの量は、 Ooc、l気圧の

容積に換算すると、

3/2 X (50mg -7-J 80) X 22.4cm '1m rnol = 9. 3cm' 

となる。 1気圧のメタンが*1リットノレに熔解する/1寺の符積を OOc、

l気圧における符積に換算すると、 20
0
Cでは 33cm"、400Cでは 24crn

3であり、 30
0

CのIけはその平均の 28.5cll1'とすると、メタン発生量の

水の溶解能力に対する割合は、 33%である。浸透水中には、メタン

以外の気体も総解しているため、発生したメタンが浸透水中に溶解

し切れずに気泡となって透水係数を下げることは充分に有り得る。

iv)気泡となって間隙を閉塞したメタンの量の計算

次に、気泡となってr.n隙を閉塞したメタンの長を計算する。 118

日間グノレコース溶液を流したことによって間隙に閉塞されたメタン

は、殺rti水を流したことによって浸透水中に溶解されたものと考え

ることが山来る。 したがって、殺菌水を流したことにより溶解する

ことのできるメタンの品から、それまでに集繍していたメタンの量;

を指定することが出来る。そこで、殺菌水を流したH寺の溶解速度に

ついての計算を試みる。殺菌水を流しはじめてからのフラックスの

変化を、;fL~Zcj[俳水量に対してプロットすると、 F i g. 2-39のようにな

る。透7k係数がほぼ回復するまでには、 0.2リットノレほどの水が流れ

ている。0.2リットルの水に熔解するメタンの量は、 300C、]気圧の

体積に換算すると、
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第 2章 長カラ ，L，'J[，験による量産水係数{正下型四の特lF

0.21 X28.5cm
3
/1 X(30JK/273K)=6.3cm3 

ただし、 0.2リットノレの水の的解能力に対して、実際に熔解したメタ

ンの制合は、 100%ではないため、 6.3cm3よりも少ない量のメタンが

間隙'1"'に残っていたと考えられる a なお、 IlJ'Jlijf(7)c圧はカラム上端で

は負圧になっているが、高々 15cmI九O であり、その時の 1気圧に刻

する気体の lI~ijl~率は 1 %程度である 。 したがって、 1 気圧として計

算しても誤差は許符範囲である。

さて、 6.3cm
3のメタンがn:ll獄中に残るためには、 40 リットノレの水

に含まれるグルコースの内の 0.5%程度がメタンガスとして|官Ilij:(r[lに

残れば良く、グルコースのうち、メタンとなる割合は低く、またメ

タンの大部分が水に俗解したことを考えても充分に納得できる量で

ある。また、カラム上端 lcm に均等にガスが閉塞されているとする

と、上端 lcm の層の rm lij~の体積は 32 . 9cm3であるから、その 19%の

体lwとなる。 これも妥当必数値である。

( 5 )鉄の還元化による間接的影響

序論で述べたように、透水係数低下の要因のーっとして、土壌が

還元化されたことによる 2fiIli鉄生成の影響を考えることができる。

水回においては、初日'I:i付近に鉄やマンガンが集積している(木村、

1969)。実際、栄養7kを流した実験においては、いずれもカラムから

金属が綜脱 し、排水JTJのチューブに黒い金属が付着した。また、円i変

化還元7町立の測定からも、試料中の欽が迷元されて 2flfiiOiが生成し

ていることは『忠実であるの

しかしながら、 2何欽一生成の影響は、透水係数低 Fの支配的要因

とはなっていなかった。その邸!1]1は以下のiiiiりである。間変化還元電
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首~ 2 1，を 1~カラム:;JJ験による活水係数低下要因の特京

位のi!判定から、カラム全Jr!iにおいて、 2{Il日鉄が生成される条件にあ

ったととは明らかである。 しかも、鉄の含有量に大きなばらつきが

あるとは考えられなし、 したがって、 2仰i鉄生成による透水係数の

低下が起きたとするなら If 、 そのJ;~響 l士カラム全体に均等にあらわ

れなければならない。そのため、カラム上端 Icm のみに見られた透

水係数の大きな低下は、 2{II日大生成によるものではなかったと考え

られる。

第 5節まとめ

( 1 )長期浸透による透水係数の低下

水間の*Jt敏から採取 した試料にi!IT続的に栄養7J，(グルコース

50pPI11)を述絞f均に供給すると、試料の上立問 1CI11以内の層において、

透水係数がはじめの 10日間程度急激に減少し、緩やかに減少を続け

る。そして、 118 日間で透水係数が 2オーダー減少する。 この透水

係数の変化は、浸透水rrに含まれる微粒子が問l球中に補足されるこ

とによる物理的要因もあるが、主として長期間栄養水を供給するこ

とにより微生物活動が所発に行われたことによる直接的、間接的影

響によるものであることが分かった。

( 2 )微生物細胞 と代謝生成物による間隙の閉塞

微生物活動による l直後的影響の第ーは、糸状菌を中心とする微生

物劇1111包および代謝生成物による問 '~il の目詰まりである 。 透*係数の

低下を引き起こす場所において、細菌の数の変化はほとんど見られ

ないが、糸状 í~ï は 1 00 倍mL立地)JI吋ー る 。 糸状菌は長い ï~ï糸を作って
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第 2描 1圭プJラJ実験による滋水係数低下曹関の特lF

生きるため、肉体数は少なくても、 It円隙を2'Y，ぐ効果は大きいと考え

られる。

( 3 )微生物活動にともなうガス発生の影響

微生物活動による広般的影響の第二は、微生物活動によ って発生

した jfス、特にメタンガスが問 I~:( を閉塞することによるものである

可能性が大きし、。二酸化炭素は、発生した全ての琵;が浸透水中に熔

解し、気治ば生じないことを示した。 メタンガスが気泡として問|獄

中に閉塞されることを、グノレコース消費にともなう炭素原子の収支

の計算、メタンの発生盈とが~Wf蓋;に関する計算によって、説明した。

非常におおまかな仮定を用いると、 118 日間栄養水を供給すること

により、問|出{の体積に対して 19%に相当する量のメタンが発生する

と言 I. ~ される 。

( 4) 還元化による 2価鉄生成の影響

微生物活動による 間接的影響として、微生物研耳切による土療の還

元化にともなう、 2'(ifli鉄生成の影響を考えることが出来るが、この

要因は透水係数低下の支配的要因とはなっていなかった。すなわら、

本節 (2) (3) で述べた 2つの要因が、透水係数低下の支配的要因

であった。
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第 3章 短カラム実験による透水係数

低下要因の個別評価

第 1節実験の目的

nti世において、透7k係数低下の主な要因には微生物細胞および代

謝生成物質による問/g:tの日詰まりと、微生物の発生するガスによる

/i月隙の閉塞があることが明らかにされた。また、 WE伎の研究でも、

透水係数低下の原因の一つに着目して測定を行い、透水係数の低下

と結びつけているものがほとんどである。 しかし、例えば透水係数

が低下した場所において、細菌が他の場所よりも多いことを示しで

も、菌体による目詰まりが透水係数を引き起こしたどは必ずしも言

えなし、。第 2なにおいて、糸状1誌がカラム上端で実験開始H寺と比べ

て地殖していること、しかもその場所において透水係数の著しい低

下が観祭されたことを示し、そのことから、[糸状菌の長い菌糸が間

隙を /.!//.t&することが、透水係数を低下させた原因である Jと結論づ

けた。 しかし、以下のような可能性を否定することはできない。カ

ラム上端iにおいては、グノレコースがふんだんに供給 されたために、

糸状菌がj首班[した。 グノレコース濃度が低下し、 しかも嫌気的条件下

にあった深さ Icm 以下の場所では、糸状菌のJ首殖は促進されなかっ

た。 しかし、糸状j!iliのj曽舶は直接透水係数の低下に影響を与えたの

ではなく、メタンガス発生による IIr"~:t の 問答のみによって 、 透水係

数の低下が起きた、という可能性である。



耳1・3疏 短カラム実験による活水係敬低下型因の制別irflill;

このように、透水係数の低下は主として 2つの要閣が組み合わさ

って起こる現象であるために、それぞれの~悶がどの程度寄与して

いるかを知るためには、各'!l.'1却を側別に評 111日できるような実験を行

う必姿がある c それがイ正常の目的である。

第 2節方法

( 1 )実験の概要

直径 5cIl1、高 さ 1CIl1のアクリルのカラムに栄養水を浸透させたと

きの、飽和透水係数と気何本の変化を辿統的に測定した。浸透水に

は、栄養水をmいたカラムと、栄養71くに制l菌殺菌剤!と糸状菌殺菌剤

をそれぞれ添)JIIして、創UiAiあるいは糸状ii，iのj曽殖を抑制し、糸状菌

あるいは細菌がおのおの単独で j曽殖したときの透水係数と気相率の

変化を調べた。

( 2 )試料

A.試料採取の概要

東京都FfI現在市の東大付属j兵場の、第 2I;1:における長カラム実験用

の試料採取場所と水任!から試料を採取した。試料1*取は 1995年 9月

29日である。 当日の天候はH育れであった。
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首1活躍 "-iカラム実験に kる法水係敬低下要因の制別評価

B.試料採取方法

袋試~;; I を深さ 45c I11 主で 5c I11 ごとに、コアサンプノレを深さ 3 0c I11

までは 5cI11ごとに、深さ 30-50cl11は IOcmごとに採取した。また、

カラム実験汀lの試料は、 i栄さ 20-23cmから採取した。

c.土壌断面調査および物理性測定結果

Fig . 3-1 に、土 J~~ 件ir市制計図を示す。深さ 25cm までは作士、 r~ さ

25句 31cmまでは遷移府、 t告さ 31cmより下は心土であった。また、作

土j宵に当 たる深さ 25crn までは、ところどころに表面から乾燥亀裂

が見られた。日 V ジピリジ/レは、深さ 2cmまでは反応がなかった

が、深さ 2cmから 23cmまでは鮮明に反応し、深さ 23cmから 35cm

まではわずかに反応し、 35cm以下は反応しなかった。すなわら、深

さ 2cmから 23cmに、 2制lif.kが多量に含まれていた。 TDDMの反

応は見られなかった。すなわら、 7 ンガンが多量;に含まれているこ

とはなかった。

Fig.3-2に、 土境賞入計に よるl斑度の浪IJA:結果を、 Fig.3-3に山中式

硬度言|に よる Ii!l!皮の測定値の垂直分布をそれぞれ示す。JM!.lJ:が形成

されている位置は、長カ ラム実験用試料採取時の測定では深さ 25-

33cI11であったが、今同のim定では、係115l場所が違 うために、 20-30cm

であった。

乾燥ff;度の垂直分布 を Fig.3-4に、合水比の垂直分布を Fig.3-5に

それぞれ示す。i深d 20cI11までの 乾燥件u支が、第 2章の試料採取場

所と比il交しでかなり大きくなっている。落水したi直後は土がよく締

まっ ている のであろう。$)州生よりも 」二部の土の乾燥密度が大 きくな
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213話 短;JJラム:;)f!殺に上るi透ノk係数低下要因の個別評価

地表から |折而 色 ジピリシノレの TDD恥{o)

の深さ スケッチ 反応 反応
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Fig.3-1土壌断面調査図
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z'i :l市短力ヲム人般に kる透ノk係数低ド要凶の似別評価
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続カラム実験による透ノk係数低 F'<lI図の個別辞伽l径三立
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短カラム実験に j、るi査ノ比係数m;FW-囚の個別評価11~ R t;'( 
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Z~ ~i fl 短カラ J.:... ~験による湯水係数低下型~図の似別許制

れば、土胞のl草さが小さくなる。そのために耕般の深さが浅くなっ

たという説明もできるロ

D.土粒子密度とC-Nの測定結果

カラム実験にJI)いた試*'1.(深さ 20-23cll1)の、土粒子密度と c-

Nの測定結果を TableJ-J に示す。長カラム実験j刊の試料と比べる

と、土粒子卒者j支はやや大きく、全炭素、全釜素はやや小 さい。

( 3 )実験装置

カラム実験を行った場所 I~t 、東京大学農学部 7 号館内の地域環境

工学実験室に設置されている、恒温恒1毘チャンパー内である 。室illiL

は 30
0

Cに設定し、湿度の設定はしなかった。装置図を Fig3-6に示

す。直径 5cm、高さ Icmのアク ')Jレカラムに、試料の'ことを充模した。

カラムの上端ど下占liiには、ガラスフィルタ)をつけて試料の流出を

|坊いだ。 このカラムに、上から下へ連続的に水を流した。その際、

カラムの上下にかかる圧力は、マリオット管と注射針を使っ て 定

に保 ら、給水mと排水用チュープに接続された水マノメータで給水

と排水の圧力を 測定できるようになっている。マリオッ ト管ーから給

水刑チュープと 排水j刊チューブには、三方コックが取り 付けられて

おり、浸透'1'に三方コックで流れを 11.こめてチューブを一時的に切断

し、カラムを取り外してカラムの質量をdliJ定することができるよう

になっている。黒のピニル布で装置全体を被い、光が入らないよう

にするとともに、空気仁1-'の微生物が極力入らないよう に した。
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首~ 3 ~; 鰐カラム実験に L る汚水係数低下車:!Jl.:!r乃伺 ~1!Jq; (1而

Table 3・1Soil particle density and total carbon and 

111trogen content of padcly fielcl， Tanashi， samplecl 
at the depth of20・33cm. 

10日

Stand~rd deviation 

0.012 

0，022 

0，0045 

0，23 



第 3可主 観jJラム実験による透7K係数侠下要因の個別評ftlJi

Mariotte bottle 

I~竺+l J 
千十一一一-

glass filter 

lcm 1 

Fig. 3-6 Schematic diagram of the short column 
permeameter. 
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2A‘3車 1IÌ )J ラム"J!，験に上る透水係数低下~}2:凶の制別評価

( 4 )実験条件

室組は、すべての実験において長jJラム実験と同じく 300Cに設定

した。実験は 1航類行い、それぞれカラムの中に流した水を変えて

いる。 つ円のカラムに11:グノレコ ース 50ppm7)'( i'#液を浸透させた。

二つ円のカラムに l士グルコース 50ppm 水溶液に細菌殺菌斉1)の

chloramphenicol を添加 した水総液をmい、 三つ目のカラムにはグル

コース 50ppm水前液に糸状i笥殺蘭斉1)の cyclohexil11id巴を添加した水

熔1伎を用いた。そこで、今後これら三つの実験を順需に殺菌剤無添

加、細菌殺菌剤l添加、糸:IX菌殺菌:I'il)添加 とそれぞれ呼んで区別する

ことにする 。 これらの浸透水は、いずれもチャンパー内にーI~è おい

て、水f院を 30
0

Cにしてか ら、カラムに供給した。なお、アジ化ナト

リクムを浸透させる実験は行わず、長カラム実験で行った給巣と比

較して考察した。 これら 三つの実験し吋‘れにおいても、実験開始後

120円後から、浸透Aくを 50ppl11アジ化ナトリウム水溶液に切り啓え

た。

試料は、 0.65g/cm'で充J真した。試料の平均導水勾配は 1に設定し

た。

( 5 )測定項目および測定方法

A. 透水係数

フラックスは、電子天秤による初水流量の測定から計算した。電

子天秤は 0.001gまで読みとれるものを使川 した。また、どーヵーに

アイノレムをかぶせて然発を|防いだ。



第 31託 短 カ ラ ム 実験 による活水係数低下要因の値目')評価

給排水圧力は、給排水tfsに接続した*'"ノメータの水位を、マノ

メータに11)<り付けた方1I!Il紙から読みとった。

ブラックスと給排水圧力から、ダノレシ一式により 飽和透水係数を

測定 した。長)Jラム実験において 、上部の )jラスフィノレターの透水

係数が、試料rr'の透71<:係数が恭二しく低 lごした位置とともに低下し、

その低下の保子が似ていたことから、本研究ではガラスフィルター

の透*係数が試料rl-'の透水係数と同僚に低下するものとして、試N

とガラスフィノレターの平均の透*係数を試料の透水係数 とみなして

計算した。

B. 気相率

浸透中に、浸透を-11寺スト ップしカラムの給水と 排水のチューブ

を切り 縦 して、カラムの'l11孟を測定した。得られたカラム質量から

試料を充填する ri有のカラムの質量を引くことによりカラム中の試料

の質量が得られ、その値をカラムの試料充填体積で除するこ とによ

り湿潤手伝度を計算することができる。乾燥密度、土粒子密度、混澗

空白度から、以下の式により気11~ 率が言 I-n される 。

自 =I-t:'_ι一色二!!__g_
P" P.， 

)
 

-
丹
、
J(

 

ここで、

a 気相尋t

f!d 乾燥精度

p p :ニヒ粒子密度

ρI : 7恒例l待;度

ρw : 7J(の密度

である。



第 iLI;1' 短カラム実験による湯水係数低下型E閃の倒j]IJ評価

ここで、気相率のaJlJ定がどの脱皮の精JJrでできるのかをあ らかじ

め見儲も っておく 。 Aρd、Aρp 、!':，.ρ? をそれぞれ測定誤差と す

ると、測定形!?民が微少であるという仮定の下で、気村l率の計算結果

の誤 ~~!':，. a 1士、最大で

ω= IOPd引+IOρp子1+片手1 (3.2) 
"'rd I VJ.ノpl 1 UP，I 

である。 ここで、乾燥待度 0.65土0.005g/cm'、土粒子手伝度 2.640i: 

0.015g/cm
3、海側密度 1.395i:0.014g/cm' (i:以下はallJ定誤差)して

計算すると、

IOPd去トド(士一pJ/=0.003 I 

/OPp刻=/Oρpd=00014

l勾 r去1=院1=0.0140

となる。 したがって、ム n=0.018となり、気相率の誤差は1.8%程

度である。 これは、 ト分な精度であると言える。

フィルターの初期の気相率は 5.3%である。試料の気村1率を知るた

めには、実際には、フィノレターの気相率の変化も考慮しなければな

らない。 フィ/レタ」の気相率に関しては、以下のような仮定をJl'Jい

た。

l 試料の気4日系が 5.3%以上のときは、フィノレターの気相率は 5.3%

である。つまり、フイ/レターの気相率が 5.3%以上になること

はない。

2.試料の気相率が 5.3%以下のときは、試料の気相率とフィノレタ

ーの気相率が等しい。

nu --
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賓~ :3単 純カラム':s験によろ透水係数低 F事 閃の個別評価

第 3節 実験の結果と考察

( 1 )透水係数の変化

Fig 3-7に、 3つのカラム実験の飽和透水係数と気相率の変化を

示す。また、Fig.3-8に、実験1m!t{;後 6日後までを拡大して示す。

殺菌剤1!¥¥添加実験においては、透水係数は実験開始H寺の 2X 10・3

cm/sーから、 0.65口後には 4X 10.3cm/sに上昇し、 10日後の 2X 10.'cm/s 

でゆっくりと低下を続けた。 120 日後に浸透水をグノレコース水際

液から殺菌汚11のアジ化ナト Yクム 50ppm水淡11:互に切り答えて土中の

微生物を殺したところ、透71く係数は急激に上昇して 128 日後には 5

X I O .~c m/s にまで達し、その後 1 37 日後の 2 X 1 0 ・ 'cmぬまで低 F した

後、一定値を取ったω

制日菌殺菌斉11添加実験では、 120 日後までは殺菌斉11!H¥添加実験とほ

ぼ同傑の透水係数の変化を示したが、 120 日後以降は殺菌剤無添加

実験とは異なり 、ほとんど透水係数の変化はなかった。

糸状菌殺菌剤l添加1実験では、実験初期の透水係数の低下は他の 2

つの実験よりも著しく、 120 日間透水係数が低下した後の 120 日以

降については、透7)(係数の変化はほとんとなかった。

( 2 )気相率の変化

次に、 Fig.3-7および Fig.3-8の下図の、気相互存の変化についてで

あるが、実験1)開始11寺の気相率は殺菌剤1!l¥添加、細菌殺菌剤添加、 糸

状菌殺菌斉11添加、それぞれの実験で 14.0%、 15.0%、18.4%であった。

1
 

1
 

1
 



第 3ri1' l:liカラム実験によるi芳ノk係数低下要因の個別評価
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書':3章 矩カラム実験による添木係数低下要因の仙別評価

それが、浸透開始後急激に低下した。その後は、殺菌剤!!!li添加実験

においては、 40日後の 3.6%から 103日後の 30.6%まで気相率が上昇白

を続け、その後 120 11後に浸透水を切り僻えるまでの問、平衡状態

にあった。 1 20 日後に浸透水を殺 r~i 斉1) のアジ化ナトリウムに切り控

えたところ、気:tl~ 率が急激に低下した。

細菌殺菌高1)を添加した実験では、 120 日後まで気相率がゆっくり

と低下を続け、 120日後以降はほぼ一定値であった。

糸状菌殺l量l 斉 1) 添加1実験においては、気~fl 率はやや上昇するものの

殺菌剤無添加尖験ほどではなく、 10%前後の値で上昇、低下を繰り

返し、 120円後以降もやや低下したがすぐに一定値に落ら若いた。

( 3 )実験開始直後の封入空気の溶解

A.実験開始後 15日間の透水係数低下要因

15 日後までの透水係数の変化は、メタン発生による気相率i首加の

影響はなかったと考えられる 3 その第一の理由は、長カラム実験に

おいて、実験開始後 15日間は、メタンが発生するほどに酸化還元電

位が下がらなかったためであり、第二の理由は、細菌殺菌剤を流し

てメタン発生が起こり得ない条件を作った細菌殺菌剤添加1実験にお

いても、他の実験と間保な透水係数の低下傾向が見られたためであ

る。 また、第三の理!，~，は、気相率の aliJ:<E結果によれば、封入空気の

溶解による気相等の低下ば見られるものの、気相率の上昇はほとん

ど観察されないためである。

したがって、この 15日間の透水係数変化は、気泡発生の要因を除

いた、以下の要因によって引き起こされたと考えることができる。



第コ章 矩カラム実験による湯水係数低下事閃の倒別評価

①試1'，10) lIie iI刊による透7"係数の低下

②微生物創1IJ1包とその代謝生成物質による間lij!iの自詰まりによる透水

係数の低下

③封入空気のf枠内平によるi丞71く係数の仁丹

①については、長カラム実験において考察したとおりである。②

は本研究の目的!であり、後ほど訴しく考察する。 ここでは、まず③

についての考察をする。

B 封入空気の溶解速度

Fig. 3-8では、 3つのカラムそれぞれの気相率の低下速度ーは異な

り、また、各 ;lJラムごとにも一定していなし、。 ここで、気特l率の変

化を積算排水量に対 してプロットすると、 Fig.3-9のようになる。こ

のグラフの直線部分は、 -A量の浸透水に一定量のtl入空気が溶解

したことを示している。IZI中に l士、 i直線回帰式が示しであり、たと

えば殺菌斉11#l~ 添加|実験においては、 lL の浸透水中に気相率 3. 20%相

当の気泡が綜解したことになる。すなわち、浸透水 1L rlJに気相率

3.41%相当の封入空気が滞解したことになる。この量は、 0.9430lgの

空気に相当する。空気の飽和解解度は、窒素分圧 O.8気圧、鮫素分

圧 O.2気圧として言I.mすると、 23.7mgll であるから、との量は妥当

な数値であると言える 。 jミl 入 ZE気の rñ~~が早いことは、カラムが短

いことと、フラックスが小さいことから説明される。すなわち、浸

透水の単位体綴あたりのよ中入空気溶解金が一定であると仮定する

と、封入空気の熔解速度は、カラムの長さに反比例し、ブラックス

に比例するためである。第 1章で示した Allison(1947)の説明のPhase2

における封入空気の溶解、第 2章の長カラム実験における栄養水実

験八の透水係数のi首Jmは、いずれも、浸透開始後数日間の透水係数

1.15 



百}:1 'i';主 総jJ ラム実験にヒるi震水係数低 f~因の個)JrJff平日li

20 

18 IβA 、A σ =18.32骨 3.12Q(6)
、

ポ
¥
。

10 

16 卜 ι、

14・、 A、
1 ，，~、

f' -.. 11 、
12ト資 A、A

， 0 

20Q (・).晴 .tアー
0 ・・、.

0_  .. ‘」
。~ 司‘・‘・一

η= 15 .~O ・ 4.82Q (0) v 0-". 

6 

4 

2 

。
。

2 3 4 5 6 

Cl1Inl1lil(ive ctischnrge， Q IL 

Fig. 3・9Volume ratio of gas phase as a fimction of 

cumulative discharge. Percolating solutions are 

control (・)， bactericide added (0)， and 
cycloheximide added (ム)

μU
 

]
 



m3宿 街カラム実験による湯水係数低下車閃の例別評価

の低下が見られた後に見られる現象であるが、短カラム実験におい

ては、 ヒ記のJJUIBにより実験開始後 11:'1のr:nという ljlい同期に封入

空気の溶解反応が進行 した。

( 4 )糸状菌の増殖による透水係数の低下

A.細菌と糸状菌の括抗関係

糸状菌殺菌剤lを流したことによって、糸状菌のl首殖が抑制された。

そのために木米ならば糸状闘が自らのi曽殖に使うはずであった栄養

源が、糸状簡のi自殖に使われなくなり、街n閣がj曽嫡した。 これはつ

まり、細菌と糸状菌には競合関係があることを窓味する 。 殺菌剤 1~~

添加、および細菌殺菌剤|添加l笑験で糸状菌が上旬殖した分と同等ある

いはそれ以!このバイオマスに相当する細菌の地殖にどるクロッギン

グが、透水係数の低下をもたらしたと説明される。

細菌は、栄養源等のfljlJl1艮要因がなければ、指数関数的にJ曽姫する。

このことは糸状菌についても 言えるととである。細菌あるいは糸状

菌の指数関数的なJ泊殖が、透水係数の指数関数的な減少をもたらし

ているとすると、 Fig.3-8のff)'[き、すなわち透水係数低下速度の大小

は、細菌あるいは糸状1閣のJ骨折IIの係数の大小をあらわしていると見

なすことができる。細菌の巾には、非常に速く滑殖するものがある

ことを考えると、糸状1泊殺菌剤を流したことによって、 i留孤の速い

細菌の積のj曽殖が促進されたと考えることは、妥当な総論である。

s.糸状菌の増殖による乾燥密度の増加

次に、 Fig.3-7において、細菌殺菌剤i添加実験の気相率が 10日か

ら 1 20 日の問、少しずつ定常i'1~ に減少を続けた原因について考える 。
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第:l草 釘カラ J、実験に kるi垂水係数低 F要因の個別評価

実験開始H年における気相率の低下は、気泡の持字解であると説明でき

るが、 100 円以上にわたって気相率が低下を続けることを、気泡の

熔仰のみから説明することは、やや強引な説明であるという印象を

受ける 。 ととで 、 気 付1 率の ~ 1 - }1 の仮定の一つに、浸透期間中の舵燥

手伝皮が一定であるという仮定があった ω しかし、糸状閣のj羽殖、微

生物の代謝生成物質の蓄積により、乾燥密度がわずかではあるが附

加 していると考えることもできるのすなわら、湿潤窃度(カ ラム質

量;)の j曽)JIl の原因は、気~TI 率の低下、乾燥荻度の上昇という 2 つの

要因がある。

そこで、気村l率の変化がないと考えたときに、乾燥密度の地加が

どの程度であるかを計算し、 l二記の考察の妥当性を検討する ロ実験

開始後 15Rの時点で、気{日率の変化が作JI:_したと考えると、乾燥密

度の変化は以下のように計算される。

式(3.1)をρdについて解くと、

Pd =sー (I-a)p"， P.， 
d - 一一一ー一一一一一一P"

Pp -Pw 
(3.6) 

となる。 この式から、乾燥務l支を計算したものが Fig 3-10である。

すなわら、 15 li 後から 103 n 後までの問 に 、乾燥~;皮が 0 . 65g/cm 3

から 0.73g/cm
3程度までj曽JJIIしたことになる。との寂度の乾燥密度の

j悦力fIがあったと考えることは、自然であ る。逆に言うと、この程度

の乾燥続皮のJ曽川が なければ、透*係数低下を引き 起こ すほどのク

ロッギングが生じたとは考えにくし、。

長カラム実験において、カラム上端 4cm の乾燥密度が下方よりも

かえって小 さかったことは、以上の考察の反証とも思えるが、」二端

Icmの部分の乾燥符l支の噌加が、厚さ 4cmの平均では 4分の 1にな
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第ユ草 矩カラム完験 によろ滋水係敬低F下型閃の制別評価

ってしまうことを考えると、必ずしも以上の考察が否定されるもの

ではない。

また、浸透水中のグノレコ ースがすべて的体および代謝生成物質と

して IIJ11~~ 'l'にy替えられたとしても、その量は 0.08g/cm3の乾燥絞皮

のj曽加をもたらすほどではなく、微生物が浸透水中の chloramphenicol

を代謝に用いたか、あるし、は chloramph巴nicol 1.I ~flrH獄中に議積 した可

能性 もある。

以上により、 1観測空宇u交の別加は、乾燥符皮のj曽川!と気相率減少の

2つの現象の複合現象であることが明らかになった。

c.目詰まり層の厚さ

前項において、細菌殺菌斉11においては乾燥密度が最大 0.08g/cm3 

滑川lしたと考察したが、質量のl収支を考えると、 chloramphenicolを

添加 しなかったとき、すなわら殺菌斉111!l~ 添加1実験において は、質量

保存の法目11によりグノレコースの供給量以上の乾燥密度のi曽加はあり

得な b、。

そこで、 Fig3-7の殺菌斉11j!l~ 添加1 ~験の実験開始時から 40 日後 ま

で(すなわち、気相率がまだそれほど上昇していない時点まで)の

変化を考える。 この 401:1問に流れた浸透水の最 12.5Lであり 、と の

中に含まれるグノレコースの監は 625mgである。このすべてが乾燥密

度のj般加に寄与しでも、乾燥密度のj旬加:註は 0.032g/cm3である。実

際には、 jJスとなる成分もあるので乾燥密度のj曽加はもっと少なく、

Fig.2-8を見る |殺りでは、この程度の乾燥街度のj羽Jmがなぜ 2オーダ

ーの透水係数の低下を引き起こしたのかという疑問が起きる。

この疑問は、以下の考察によって解消きれる。Jiangand Matsumoto 

(1995)の務 )~-写真によれば 、 日詰まりを起こ す物質の層の厚さは~I:
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第 3ll 短カラ J、;M験による誘水係敬低 F堕閃の側四l評nlli

常に簿く、 2~4mm である c ここで仮に、本実験での乾燥密度の別

加が 0.02g/ι111)あったとして、この値l土問主 Icmのカラム全体の平

均値であるから、J=fsi!;主りの起きたj習の厚さが 2mmだとすれば、そ

の腐の巾では乾燥手;:Wrが 0.1g/cmJ 11')加 したことになる。 Fig.2-8から

も、乾燥宿J止が 0.1g/cmJ WI加することにより、透71く係数が 2オーダ

ー低下することは納得できる。すなわら、締い層に集rr的に目詰ま

り物質が形成されたために、著しい透7)(係数の低下が起きたと説明

される。

乾燥密度のj自加をミリメ」トル単位の深きごとに測定するために

は、ガンマ線水分密度言I(宮崎ら、 1985) による測定が有効であり、

その測定をすることは今後の課題である。

( 5 )微生物のメタン発生による透水係数の低下

A.気相率の変化にともなう透水係数の変化

Fig. 3 -11 に、殺繭剤 1!l~ 係Jm実験における気相率の変化にともなう

透水係数の変化を示す。気.jfl率のj僧加lによる透水係数の低下は、 30

日から 120 ilまでの問、気相率の低下による透水係数の上昇は 120

日から 1281=1までの 11円に見 られた。

前者と後者は、気相率の変化量は 20 ~25% と大差ないが、透水係

数の変化盆は lオーダーと 2オーダーという差が見られる。すなわ

ち、気相率の変化是に対する透Jl，係数の変化が、後者の方が大きい。

このことは、グラフの傾きから l明らかである。しかし、 128日から 150

J:Iまでの問に透水係数が低下 し、その結来、 30 A 後の透水係数と気

相率に近い値となった。

l2J 
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run. 
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このように、気相率のir:J1J11とともに透水係数が低下し、気相率の

低下とともに透水係数が上昇したことから、気相互鮮のj凶加が透水係

数を低下させたととが月nらかにな った。首ij-t寄は微生物細胞と代謝生

成物質による/lll隙の日詰まりとの複合引象であるため、気相率i曽Jm

単独の効果とすることはできないが、後半fは細菌殺菌剤l添加l実験、

糸状I盗殺菌剤l 添)JII ~験においてはあまり透7}\係数が回復しなかった

ことから考えて、気相率低下による効果であると考えることができ

る。

B.気泡の溶出過程

殺菌斉11!!!~添加実験において、殺菌7k.を流し始めてから、排水口下

のチュープに大きな気泡ができた。 これは、試料 中の気泡が熔山 d

れたことを示す。気倒率の加11定に関しては、そのチューブの位置も

含めた質量変化をiJ1IJ定したため 、試料中の気相率よりも過大に評価

さhている。

気泡が溶11¥されたことにより、チューブ内の気泡部分のヘッドロ

スが大きくなり 、小 さいへツド差では水が流れなくなった。そのこ

とと 、 1日で Jg程度の流速ではアジ化ナトリウムが試料に到達する

までに時間がかかり、 1pore volume相当の浸透水がなかなか流れな

いという政卜1:1から、殺菌7l<を流した直後にへツド差を 1.8cmから

5.0cmへと大きくした。そして、水が流れることを線認しながら徐々

にヘッド差を小さくした。 127 FI後に、ヘッド差を 4cm から 3cmに

下げたところ、しばらくして水が流れなくなった。そこで、チュー

プ内の気泡を観察した。

チューブが尚色にそまってしまったために、チュープ内の気泡を

観察しにくくなってしまったが 、 持~/J\ された気泡がチューブ内 を移
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[VJする傑子をはっきりと観察することができた。 当初、排水の童|の

内部の段高{立が童|の先端より も 3cI11 ほど高い位置に相当するような

初水先端の針の付け方をして いた。持年間された気泡がその位置に到

達したときに、マジオ ッ ト也・の7k.{立とほぼ等しくなり、気泡とマリ

オット管が平衡してしまったω その紅拠として、それまで j~lõ7)< のマ

ノメータが給水佼よりも 3cm下方にあったのが、給水位の 0.5cm下

方まで上昇した。

そこで、排水チューブの高低差を少なくするように変えたとこ

ろ、7)cはスムーズに流れるようになり、ヘッド差を 1.8cm にしても

水が流才もるようにな った。

c.メタン発生速度の計算

i) 気相率の増加速度

Fig. 3-7によれば、殺!;f.I万1)1![~ 添加実験において、 3 日後から 50 日

後までは穏やかに、その後急激に気相率がj曽Jmしているc ちなみに、

このグラフの気相率上昇の穏やかな部分と急激な部分をそれぞれ直

線回帰すると、

y=3_1222+0.0133x， r=0.9650 (2.5日から 39臼)

y=-38.4854-1-0.7871x， r=0.9988 (56日から 72日)

となる。刊行干の傾きの差がある。ここで、発生する気体がメタンで

あるとして、その発生速皮の計算を試みる。

ii)上限値の計算方法

浸透水は、大気と平衡状態にあったため、 0.8気圧の窒素と平衡す

る量;の窒素が含まれていたが、自費素がすべて微生物によって消費さ

れたt;ti果、気相にはき主素だけが含ま れることになる 。その是は、
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0.50mmol/lである。2在家とメタン以外の気体の気泡発生に及ぼす影

響は無視できるものとする。気ti!lの圧力は 1気圧とする。

まずは、メタン発生速度の上限n立を計算する。その仮定として、

気泡が発生してからは、浸透水と気泡のfli'Jに気i夜平衡が保たれなが

ら、反応が進行するとする。気f夜'JI衡が保たれているとは、気泡LP

の室恭あるし、はメタンメfスの溶解度が、浸透水巾に溶解しているf詮

と等しい、ということを怠I)，jとする。そして、メタンガスの発生によ

り浸透水中のメタンがl骨川lして、平衡が移動し、浸透水中の窒素と

メタンが、気泡巾に恭ilxすることにより、気泡の体樹が増加する。

浸透水中の窒素とメタンそれぞれの、気泡rlJへの蒸散速度は、常に

一定であると仮定する。

気泡中のメタンの分圧を xとおくと、窒素分圧は 1-xである。気

泡の生成速度を日 (ml11ol/l)とおく 。窒素とメタンゐ気泡小への蒸

散速度は、仮定により ~~g'・に一定であるから、両者の比も一定であり、

阿者の比が気泡中の窒素とメタンの分圧を決定する。 したがって、

メタンの気泊への恭i政速度は臼 x(mmol/I)、窒素の蒸1放速度は日 (I-x)

(I11mol/l)である。

持主I夜中の窒素濃度は、 0.625(mmol/I、以下単位省略)のうちの臼 (I-x)

が気泡中に放散するから、 0.625一白(I-x)である。300C、 1気圧の釜

棄の熔解&1士、 0.625である。3!素の分圧が 1-xであることから、

窒素ガスの惰液と気泡の聞の平衡は、

0.625一 白(トx)=0.625(1-x) (3.7) 

とあらわされる。メタンの発生盆をmとおくと、同岐に考えて、

m一白 x=1.27x (3.8) 

とあらわされる。ここで、メタンの溶角平度 1.27を用いた。
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気泡のとlニ成速度目 (mmol!l)が測定されているので、上記 2つの方

程式から、 x，mの11在をオとめ ることができる。

iii)下限値の計算方法

メタン発生速l支の FfIJ~ (ir[ (;: 1-1:、気1@のJilj)川量が、メタンの発生1iJ;

に等しいという仮定をIIJ~、た。この仮定は、発生したメタンが浸透

水中に流れ去ることはないということを意味している。そのことか

ら、「下限値」と位 iEづけた。とのときは、 m の値は

rn= 臼 (3.9) 

と ~F m:される ω

iv)メタン発生速度

以上の計算方法により、メタン発生速度の上11艮値と下限値を計算

した結果を Fig.3-12に示す。実験開始後 40円までは、，メタンはほと

んど発生しなかった。 40 n以降、メタン発生速度は上昇し、それに

ともなって、気泡発生速度も上昇した。フラックスが小さく、また、

実験開始から十分に時間が立って気泡中のメタン分圧が十分に上昇

したことにより、発生したメタンが浸透水中に溶解する反応が進む。

すなわら、気液平衡が成り立つ。その結果、発生したメタンのすべ

てが気相率上昇に守寄与せず、メタン発生速度は、 Fig.3-12の下限値

よりも大きな値をとる。 ))oH!1lが進むにつれて、より気液平衡が成り

立つ方向へと反応が進み、メタン発生速度は、図中の上限値に近づ

くと考えられる。

¥Vang et. al. ([993)の水rnの土をmいたインキュベーション実験に

よれば、メタン発生速度は、際化還元電{立がー150mV以下になると、

酸化還元電位の低下とともに指数関数的にj自)Jnし、 pllが 7付近で最

12G 
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大値を取る。その最大値l士、20llg/ g/ tlay 程度である。 この怖は、

本計算結果とよく 一致する。

( 6 )複合現象

A.二つの現象の寄与の度合い

3つのカラムのいずれにおいても、浸透水を殺菌剤に切り答えた

ときに透水係数が初期の値にまで回復しなかったことは、死菌休及

び代謝生成物質のうらに、浸透水中に流れ去らずに問|線中に残存し

て目詰まりをJ:ilこしていたためである 。 殺菌剤?!!~添加実験において、

透水係数の低下は微生物~:Jll胞と代謝生成物質による問|織の目詰まり

と、気泡による間 I~:( の目詰まりという こつの要因により起きた 。

透水係数低下の第一の要因である微生物細胞と代謝生成物質によ

る問 I~il の目詰まりについては、気泡の生成のなかった細菌殺菌剤li添

加l実験においても 2オーダーの透水係数の低下が見られたことか

ら、透水係数を 2オーダー低下させることができることが分かった。

ここで、初期lの透水係数の，"1は気泡によりやや低くなっていたこと

を考えると、気泡が溶解したことにより透水係数が最大となったと

きと l七般して、透水係数の低下を見ると、微生物の細胞と代謝生成

物質は、 3オーダー近く透水係数の低下させたことになる。一方、

第二の製図である微生物が発生するガスによる気泡の生成にともな

う問 I~:( の目詰まりについては、殺菌斉1) j!!~ 添加 ;実験において 1 20 日後

から 128 日後までの聞に、気相率が低下すると同時に透水係数が 2

オーダー近く上昇したことから、これもまた透水係数を 2オーダー

近く低下させる要因とな っていたと考えることができる。
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すなわち、第一の要伝l、第二の要因は、それぞれ単独で透水係数

を3オーダ一、 2オーグー低下させる力のあることが分かった。 こ

の 2つの要因が同時にi並行した殺菌剤無添加l実験において、透7k係

数の低下が 5オーダーではなく、やはり 3オーグー(この|燦も、透

7k係数の長大{直と 120 11後のmiを比般していることに注意)であっ

たことは、問者の複合現象が l単純な羽iとして透ノk係数の低下にあら

われなかったことを示している。 とのことは、両者がどのようにし

て rml~j(を阿詰まりさせて透水係数を低下させているかを考察する際

の宅がかりとなる。

微生物の菌休が間賠'ftを門部まりさせる機構は、次f言で数学的モデ

ルを構築する l慌に考察するように、土粒子の表而に菌体が成長する

ことにより、間隙i涯が減少するというものである。 この際に、透7k

係数に特に関係するのは、 rli1 l~1lのくびれのも っとも 創1/くなっている

筒所であり、これを八地点とする。一方、気泡が生成したときには、

気泡と土粒子の問を水が流れることになるため、通水低抗はその気

泡と土粒子の問の隙間の大きさによって決定される。 との位置を B

地点とする。土粒子表前にj:ij体等の自言111まり物質が成長していても、

気泡の大きさが小さくなるだけで、この気泡と土粒子の問の|波聞の

大きさはほとんど変化しないと考えられる。すなわら、両者が重な

ったときには、 A地点と BJ也点をJJくが通ることになるため、透水係

数の低下量は、 A地点 とB地点のうちの、より通水低抗が大きいと

ころに支配されることになる。言い換えると、 2つの要因のうちで、

より透水係数を低下させる効果の大きい方が、品終的な透水係数を

決定すると考えられる。すなわち、第一の要因で 3オーダー、第二

の要因で 2オーダーの透水係数の低下をもたらすいことから、前者
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の効果が勝り、両者の復合現象のi121月Lとして、 3オーダーの透水係

数の低下が凡られたことになる。

B. 128日以降の透水係数の低下

殺菌剤 1!~添加尖験の J 28 iJ 後以降の透水係数の低下は、説明が困

難である。微生物は 120口から 128FIまでに殺菌剤|を流したことに

よりすでに完全に死滅してしまっているため、 128 日以降は微生物

数の変化はない。また、気相率もこのJ1J1聞は変化していない。すな

わち、この朋1mの透水係数の低下は今まで考察した 2つの要因以外

にあることにあり、土壊問問[の何らかの術造の変化があったと考え

ぎるを得なし、。

そこで、本研究からはまだ明白な説明を与えることができないと

はいえ、以下に一つの仮説による説明を試みる。 15日後から 120日

後までの問に、微生物が発生した気泡が土粒子を押しのけて、気泡

の生成した筒所の間隙空間が大きくなった。 この気泡は 120 日から

128日までの問、浸透7krt'に熔解した。128FI後には、それまで気泡

のあった間隙は実験開始時よりも大きくなっていて、7kの通り道と

なり 、 透水係数が上昇した。 1 28 日から 1 37 日までの問、その問問~(

は絡んで初期の値にまで戻り、透水係数が再び減少した。 しかし々

がら、以上の説明はあ主り説得力のあるものとは言えない。 なぜな

らば、気泡が上粒子をJ1jlしのけるほどのカを持っているとする仮定

には、ややj!!~ .0lがあるからである 。
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第 4節 ま とめ

( 1 )透水係数と 気相率の変化

直径 5cm、刊さ IcmのアタリノレのjJラムに、関東ロームの水 fIJ，f)十

盤中1]から採取した試料を充填し、グルコース 50pm 水熔液と、グル

コース 50ppm に細菌殺 ì~\í剤、糸状 ì~ì殺菌汚11 をそれぞれ添加した7Khi

液を浸透させて、透水係数と気相率の変化をifti)定した。 いずれのカ

ラムにおいても、試jq光成時の気相率は 15%程度であったが、浸透

開始後、封入宅気の機fq?により急激に気相率が低下し、同11寺に透7K

係数が上昇した。実験開始直後の封入空気の溶解過程では、一定量

の浸透水に一定量;の封入空気が溶解した。その後透水係数が低下し

たが、府fに糸状 l迩殺菌剤;を力11えたときの低下速度が天きかった c 気

J日t容は、殺菌剤無添加lの 5011から 100I=Jまでにおいてのみ、著しい

地加が観察された。

( 2 )細菌と糸状菌の桔抗関係

*Il!i笛殺菌剤、糸状的殺菌斉1)を添)JIIした実験では、いずれも気泡に

よる間隙の閉塞はなかったため、クロッギングによる透水係数低下

のみをd{lj定することができた。殺菌剤lを添加しなかったときには細

菌よりも糸状凶がf1'i先的に附加して、糸状閣によるタロッギングが

起きたが、糸状菌殺菌斉1)を添加したときには、糸状菌のl曽殖に使わ

れるべき栄養が *11100 の J~\l猫に使われ、釧 llii によるクロツギングが起

きたと考えられる D
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( 3 )糸状菌の増殖による乾燥密度の増加

和111皆殺菌剤!な加えたH与の気中日本の低下 l士、湿潤密度のF片方11から計

算されたものであるが、 気i包の持字解反応が 100 1'1以上継絞したとは

考えにくい。 I!J~if~ 猪 JJtJf1)JIIの涼肉付、気+n率の低下ではなく、乾燥

密度のJI')JJnによると考えられる。lii¥料体mn一定であるため、乾燥

続度のJ¥'l1ml'i試料の圧縮によるものではなく、糸状簡と代謝生成物

質の問 I~li 中への蓄積によるものである 。 実験開始後 1 5 n 以降の気相

率が一定と仮定すると、乾燥密度は 103 日後には 0.73g/cm3まで地

加した計算になる。乾燥F密度 0.08g/cm3
相 当の固体によるクロッギン

グが、透水係数の低下を引き起こしたと説明主れる。質量の収支計

算によれば、この乾燥密瓜Zの湘Jmには chloramphenicolの代謝あるい

は目詰まりが含まれていたと考えられる。

( 4 )目詰ま り層の薄さ

殺菌剤無添加1実験の実験開始から 40 1'1問のグノレコースの流入量

より、このJ¥1111l1の乾燥硲皮のj泊加は最大でも 0_032g/cm3
であると計

算され、この程度の乾燥筏l支の糟)JfIが透水係数を 2オーダー低下さ

せたことから、クロッギングを起こす物質はカラム内の厚さ数ミ y

メートルの屈に集中的に務摘すると考えることができた。

( 5 )微生物のメタン発生による透水係数低下

殺菌斉1)1!l~ 添加実験の 5 0 日以降、浸透水 rl" のグノレコースが分解され

たことによるメタンゴJスの発生によって、気相率が期加 したと考え

られる。気相 ~t1 30%相当の気泡による 間liji(の閉塞が、透水係数低下

の一因となった。気 i包の J~) 刈n tまから、メタンの浸透水中への溶解を

[32 
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考慮してメタンの発生設の|ニ IIJ~ 値と下限値を計算したところ、 Wang

et al. (1993)の値とよく 一致した。

133 



第 4章 均一径粒子のクロッギングモデ

ノレ

第 1節 は じめに

j字論で述べたように、 Vandeviv巴reand Baveye (1992b)は、粒径の小さい

1¥1¥料では・バイオフィノレムではなく ミクロコロニーが形成されるために、

既存のバイオフィルムを仮定するタロッギングのモデルでは粒径の小さ

い試料のクロッギングをうまく説明できないとして、ミクロコロニーが

形成されるときのクロ ツギングモデルの必要性を示した上で、 Fig.ト3の

傑に、毛管状の間隙の一帯[!にミクロコロニーが形成されるそデノレを提案

した。 しかし、彼ら自身、土の問 f~~: が毛管のような形状をしていないの

だから、このモデノレはあまりいいモデノレはないことを認めている。そこ

で本章では、このような細菌の桜息形態を考慮に入れたクロッギングの

数学モデノレを構築する ロ本章のそデノレは、均一径の粧子を対象としてい

ること、気泡の生成を考えないことから、すぐ第 2輩、第 3章の結果に

適用できるものではない。 しかし、それでも既存のモデ、ノレを一歩進めた

内務となっている 。 このことはすなわら自然の土でおきるクロツギング

がし、かに複雑で数学モデノレをたてることが困難であるかを示している。

J :3 ~ 
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Z，4草 地ー符純子のタロッギング Eデノレ

第 2節理論

( 1) Colonial shape factolの導入

微生物の綾息形態については第一市で述べたが、とこではミクロコロ

ニーからバイオフィノレムへの形成過穣について考える 。バイオフィルム

が]形成される 過程をH寺間的に追うと、細菌は初期の段階では可逆的に土

粒子・表面に付着 し、さらに主11IJI包外多11M頒(Trulearand Characklis， 1982)ある

いは細菌の吸着繊毛(Bulittand Makowski， 1995)により *111胞を土粧子と結

合することにより不可逆的に結合する。 この段階では、はじめはミクロ

コロニーが形成され、バイオマスが大きくなるにつれ、細菌がミクロコ

ロニーまたはバイオフィノレムに付着することで(CostertolJet al.， 1978)ミク

ロコロニーが成長し 、土粒子の表而にしめるコロニーの割合が大きくな

ると同時に、コロニーのl享さも大きくなる。そして、やがて土粒子表面

全体を微生物が磁うようになった状態をもって、我々はそれをバイオフ

ィルムであると認識する。 このコロニーの成長過程のどのi瞬間 をもって

「ミクロコロニーJから「バイオフィルム」になったかと判定するかは、

観察者の主婦iに左布される 。 このように、ミクロコロニーとバイオフィ

ルムの問には、ゆiI僚な境界線はない。

ここで、ミクロコロニーであるとバイオフィルムであるとに関わらず、

その最も厚い筒所の!享さを、長大コロニー厚(max:imumcolonial thickness) 

Lbと名 付ける。また、 l享さ Lbのフィ/レムで、土粒子表而を覆ったときの

フィノレムが占有する さをIIJIを、biofilmspaceと名付ける (Fig.4-1)。 ミクロ

コロニーでは、この空間中 に占めるコロニーの体;僚の割合が小さく、バ

イオフィ/レムでは、その割合が 1に近b、。そこで、 biofilmspace r.1'に占
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biofilnl space 

lnj croco lony 

;;:j:Soill::::; 

::pat討cie:;.J:
Lb 

Fig. 4-1 Conceptllal illustration of biofilm space around a 

soil particle. The thickness ofthe biofilm space， ~" 
is the maximum thickness of microcolonies. 

Although microcolonies are drawn in the figure， 

the biofilm space is defined for any kind of colony 
formation， including biofim and microcolony 

J3G 
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める微生物細胞の体:fi~の割合を、 colonial shape factor sと定義する。 こ

のように定義すると、先ほどのコロニーの成長過程は、 LbとHが同時に

j曽川lする過程と考えることが/"1¥*る 。つまり、。は微生物の生息 j形態を

あらわす物s[!長tであるロ

( 2) 相似モデ、ルの限界と非相似モデノレの必要性

従来の羽l論のほとんどは、土粒子が立方&薪 ;!eJ真等の一機な配手1);をし

ているとして、平均粒径、比表而干tt、透水係数等の関係を計算するもの

であった。宮崎ら(1994)は、これらの相似モデノレを土の乾燥密度変化のよ

うな非相似変化に適用することの限界を指摘し、 ~1' 1羽似多孔質体モデノレ

を提唱した。土粒子の構造変化の非相似性は、微生物細胞によるクロツ

ギングにおいては吏に顕著なものとなる。なぜならば、土粒子の特性長

をSとし、 11111織の特性長を dとすると、 こ仁の乾燥密度変化を問題にする

ときは、 Sが一定であるが、クロツギングにおいては、 Sが上旬却lしdが

減少することによ って、 S +dが一定の値を保つからである。

( 3 )式の展開

ヒ粒子の平均粒径を、粒子の特性長 Sとする。宮崎ら(1994)によれば、

問Ig:iの特性長 dは以下の式から剖 :算できる。

d =((ゴーJs (41) 

ここで、 tは形状係数、 eは問!日JI率である。ここで、 τの値はクロッギン

グが起とる 前の試料に対してのみ定義される。そのために、本モデノレで

は土粒子の形状係数を τ、コロニーの形状係数を 0と、それぞれ別の値

137 
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をmいている。すなわら、*モデノレにおいて τは、 Sとdの限]係を表す

JR限である。

クロツギングがj起きると、 間的i[の特杷1:長 dが減少して、 d‘になる。 こ

のとき、 fI'!(大コロニー厚 Lbとの問に、

という関係がある。

L = d-d' 
b - 2 (42) 

このときに、 por巴 neckにおいてコロニー厚が最大になるという仮定を

用いているが、この仮定は DeLeoand Baveye (1997)の、砂の粒子と粒子

のrlnのi'fiIれ目 (crevice)に細菌が成長するという走査型電子顕微鏡写真に基

づく報告を恨拠としている 。また、理論(/(Jには以下のような説明を与え

ることができる。すなわち、 Fig.4-2に示したように、 poreneckの部分は

他の部分より流路に垂直な平市で切ったときの問 f~1iの断面積が小さいG
したがって、その部分で流速がl最大になる。流i庄が大きくなることによ

る効果は、次の二つがある。第一の効果は、せん断応力が大きくなるこ

とにより、微生物のコロニーがはがれやすくなる効果であり (Wannerand 

Gujer， 1986)、第二の効果は、栄養分の供給速度が大きくなることにより

微生物の噌殖が促進される効果である。フラックスが大きいときには第

一の効果が大きく現れるが、フラックスが小さいときは第二の効果がよ

り大きく現れると考えられるロ第二の効果は、 poreneckの箇所でコロニ

」が形成されやすくなることを示している。

Ewing and Gupta (1 994)によると、円街f~状の問 f~:lのくびれを通る水のフ

フシクスは、導水勾配一定の下で、 問 f~1lチューブの直径の 3 乗に比例す

るとみなしてよし、 したがって、 d'と KslKsoのfmには以下の関係が成り
J 

:v_イコ。
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(A)一

(B) -

(A) ~ 

@ 

~ 

@ 

(B) 

Fig. 4-2 Riological clogging of soil pores by microcolonies. The 

dilection oft11e now is shown by an uIow at t11e top flgLIre The 

cross sectional VIews ofpore space nol-mal to tl1e direction of now， 

(A)and (B)of t11e top ngIII-e are Ell-awn in 111e lower two f1gLItes.In 

pore neck (B)， where t:he cross司 sectionnlaren ofthe pore is smallest， 
characteristic length ofPOI-e phase is reduced my microcolonies-

qd 寸。
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第 41;1: )均一千手料子のクロッギングモデノレ

式 3、4から、払:の王立が得られる。

手=(士J (4.3) 

L引日l) ( 4.4) 

コロニーがH:l*たときの土粒子の特性長 S'は、

S'=S+2L
b (4.5) 

とあらわされ、biofilmspaceの休積 V
jは、

円=S"-S3
(4.6) 

と書ける。バイオマスの体繍V bの上粒子の体積V，に対する割合は、

v. βう
V， S' 

一方、

九一 αe
V， 1-e 

(4.7) 

(4.8) 

が成り立つから、 (4.5)ー (4.8) を~[~Jl]) すると、次のように β が計算 される 。

β=ZiJll+21213 1ll W'T) - 11 (4.9) 
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第 4草 品i-1事粒下のクロッギングモデノレ

第 3節 既往の研究へのモデルの適用

( 1 )バイオフィノレムと αの関係

最初に、 CunninC!1gllam et al. (1991)のデータから、バイオフィルムの厚さ

と臼の関係を >1とめる 。 彼らは、間 Ilj:( 率を「耳目論的問 I~I( 率」という概念を

mいて導IUした。その方法に従えば、 biovolllmeratio臼l

α=!?=イ(1ザイ (4.10) 

ここで、

n
y
 

Q
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nu --
同引
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l
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d
H
 )
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dHs 
(
 

と計算される。一方、式(4.9)で、 s= ]とおく と、

α=判!剤一 I} (4.12) 

と計算される。e=l-π/6=0.476の時に、(l-e)/e=Aとなって、式(4.10)と式

(4.12)が 致する。す なわち、彼らの計算方法は木モデルにおいて[剤師長率

を 0.476(立方最続充j真における問!日誌率)とおいたものとなっており、間 Ilj~
率に依存しない本モデノレの方が一般性が高い。

彼らの計算方法による臼の値が、粒径 0.121llm において負の値になし

まったことは、バイオフィノレムの厚さが実際には均等でないことを意味

している。バイオフィルムの厚さがl最大で dl2を越えたときには、本モ

デノレは適用できなし、。しかしこの点は、 Kozeny-Carmanの式においても

問様である。



ー-司・E

第 4f.i 均一 径粒下のタロィソギングモデノレ

ClIl1ningham et al. (1991)1士、プロモチモルプノレー染料トレーサーを、赤

外線センサーで感知ドすることにより、 17司隙巾の実流速を測定し、フラッ

クスとの比から /Jill総率を測定した結来、バイオフィノレムの厚{きから計算

した問!日有権が、 Iml政率の測定値と 一致した。式(4.10)と式(4.12)が合う 問

|総本 0.48と、 似然にも一致することにより、本モデルで誇1-算しても、同

級の結果が得られる。バイオフィルムの中の空間には、浸透水がほとん

ど流れない(不動水) とすると、。 =1としたときの白の値が測定された

ことになる。

( 2 )バイオフィルムの厚さと透水係数の関係

ClInningham et al. (J 99 1)の実験は、バイオフィルムを形成しやすい

んedomonasaeruginosaのみがJ11!想的な条件で生育できるよ'うにしたため

に、厚いバイオフィノレムが形成された。以下、粒筏 0.12mm の砂のデー

タは、こ のような特殊な条例ーになったために除外して、粒径 Jmmと0.54mm

のデータに、本モデルを適用する。

式(41)ー(4.3)をまとめると、次の式が得られる。

玉三_/，2Lb [( T ii _r1' 
K，o -/ '-Tll亡引 -'iI (4.13) 

この式に、バイオフィノレムの厚さを 代入して、透水係数を計算 した結果

を、 Fig.4-3 に示す。バイオフィルムが最大のj草さにな ったときの透水係

数の値を、 τの値を変えて計算すると、 Fig.4-4 のようになる。 0.54mm

のデータにおいては、 τ<0.97において、 !日1111においてはてく0.74におい
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Fig. 4・3Measured and calclllated saturated hydraulic 

conductivities for Pseudomonas aeruginos，αin (A) 

1-mm glass beads and (B) 0.54・mmqllartz sand 

The calculated cllrves were obtained by the 

measllred values of biofilm thickness (data from 
Cunningham et al. [1991]). 
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Fig. 4-4 Saturated hydraulic conductivities calculated 

from the maximum values of biofilm thick:ness， i 
e.， when steady state is reached. They agree well 

with measured values of Ks when '! = 1.1 (data 
from Cunningham et al. [1991]) 
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て、それぞれ 2Lb>d となり、本モデルの適m外になる。 !=1・lのl時に

Ks/Ksoの最小値が、測定値と 一致すると見なすことが出来る。

( 3 )形状係数の定義の再検討

?有111府ら(1994)の定義によれば 0<τ 壬lであるから、形状係数 τ>1とな

ることは納得できない。そこで、本1!JF究においては式 2そのものを、あ

らためて τの定義とする。すると、以下のような現IUにより、 τ>1とな

ることもあり得る。

説明のために、ここではとりあえず立方綾禽充袋を仮定する。 Fig4-5

において、粒子の特性長は d で、問 r~:(の特性長は d /2であると考える。

すると、王¥::(4.1)より、

d
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となり、

庁
一

6

幻
一

8 (4.15) 

と計算される。一方、粒子の形状を表す形状係数を τpe定義すると、

z r -_ 
P 

6 (4.16) 

式(4.15)，(4.16)より、

P
 

T
 

U

一s
T
 (4.17) 

となる。実際には、立方最絡充J;l'Jはあり得ないため、式(4.17)を 般化し

て、

r = Tr  
p a (4.18) 
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Fig. 4・5ClIbic packing of lIniform diameter sphere. 

Characteristic length of solid phase is S and 

Characteristic length of pore phase is d 
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と舎く 。 このときの τρ は、 fllil々 の粒子の]形状を去すj形状係数で、球では

π/6、立方休では lである。 '[，は、粒子の!日子11を表すj形状係数で、立方

最件j充填のHれま 27/8となったが、実際は lに近い値となる。 τnミlであ

る。宮崎ら(1994)のモデルでは、 τ，=1と仮定されていたことになる。

問IWの特性長 dを、

d=ペ+d. (4.19) 

と分けて、 d"は乾燥筏度によって不変で、 d，は乾燥符度によって変化

すると考えることによって、 τpと r，についてもっと厳密に計算をする

ことが可能になるであろう(先の立方尾一緒充境では dp=d/2， d. =0)。

さて、このように τを再定義すると、 0ぐ'[ p壬lであるが、 τ，>1であ

るために、 r >1となり得ることが分かる。 さて、粒径 Immのガラスヒ

ーズ、粒径 0.54mmの石英砂共に、 τの値が 1.1であると計算されたこと

は、砂におけるスケーリングで τ=0 ， 9~ 1 の値が得られている事から考え

て、妥当である。 ガラスビーズl士、 個々の粒子が球形に近く、て p-π/6

に近い値となるが 、粒径が均質化 喜れているために、 τ局 =2程度の大き

い値となり、結果 として τ=1.1となった。一方 、石英砂は、 τ刷、 τpと

もに lに近い値であると考えられる。粒子が立方体から球形に近づくと、

r pは小 さく 、 τaは大きくなる。 この 2つの効果により ての変化が τpの

変化ほど大きくないと考えると 而 白い。

以上の計算から、 Cunningham et. al. (1991)のバイオフィノレムの厚さと透

水係数のデータは、*モデノレで説明できることが示された。
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2!4章 J有一千予純子のク口ツギングモデノレ

( 4)α と透水係数の関係

A. s = 1としたとき

以上は、 Cunninghamet al. (1991)にはバイオフィルムの厚さが測定値と

して /[:1ていたのでその 値との比般で論じたが、以下は、白と透水係数の

関係について考察する。式(4.1)と(4.4)を(4.12)に代入して、

判1_2，~b!(占l-{J

"r仏
この式に、 s=1， t =1，e=0.48を代入して、日と Ks/KsOの関係を計算し

た結果を Fig.4-6に示す。Fig.4-6には、 Vandeviv
et al. (1995)が計算し

た lves，MlIalem， Kozeny-Carm3nの式を比般のためにのせた。 ここで、 τ

=1としたのは、 τの値をあらかじめ定められた定数として級いたいため

であり 、1主的 ら(1994)の値をそのまま 使用した。Fig.4-6 によれば、ヌドモ

デノレは MlIalemの式に非常に近い。 β=1を代入することによ り、クロツ

ギングによる透水係数の低下の程度を 、ImmのjJラスビーズについては

過大評価 し、 0・12mmの砂のクロツギングについては過小評制 したが、そ

の点は他の 3つのモデルと変わらなし、。Vande、，ivereet al. (1995)が考察し

たよう に、 粒径の小 さい試料における 過小評仰iは、細菌が粒子表而を一

機なバイオフィルムとして破っているという仮定、すなわち本モデノレで

はs=1とした仮定がその原因であるロ

14日
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symbols are identical to those of Fig. 1・2
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Table 4・1Parameters llsed for calculation. 

S a m p l e M :2; : :; ; 了?lhe lP3 O r刊附C閃S/川ly 1? ω e 
、引lens引l川Iy densilザy f仏h泌Cはto町r 

S ~ (>持t (>h ~τ11 J 
Inm g c口111寸』 Ec引111づ

Glass beads 1* 0.48本 2600135

Glass beads 0.7*048*260135 

Glass beads 054$035*260[35 

Glnssbeads 0.12* 0.48ホ 2.60 1.35 

*S~ 0.095t 0.39↑ 2.65 1.62 
From Cl/l1ningham el 01. [1991 ) 

t From Va雌 vil'ereand Baveye [1992bJ 
t Assumed 

5CEIlculafed from pomslIy anEl particle density 
がFromMiyazaki (1996) 
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Jli4京 均一 符粒干のクロッギングモデノレ

s.β を変数としたと き

Table 4-1の値を式(4.1)に代入する ことに より dの値を計算し、その値

を式(4.4)，(4 .9)に代入することにより、 Lb と H の関係を言I.~:できる 。 そ の

結果を Fig.4-7に示す。 。の植は舵筏 0.09mmの砂において特に小さし、。

Vandevivere and saveye (1992b)は、走資型電子顕微鏡線影により、コロニ

ーが三次元的に低続度で広がりを待って形成される構造を観察してい

る。その走資型電子顕微鋭写真によれば、 β=0.2近くの値は納得できる

値であるρ3の{庄は 0<s ~玉 l と定義されるにも関わらず、。の値が 1 よ

りも大きな値となる場合がある。特に、粒径 1mmのガラスビーズを見る

と、 Lbのあらゆる範囲において、。の値が lよりも大きい。 この理由は、

残念ながら現段階では考察できない。

Fig.4-7のデータを、それぞれの試料について同帰して得た Lbと自の11.11

の関係式を Table4-2に示す。Table4-2の関係式を使えば、式(4.9)により

しbの値に対する臼 の値を計算することができ、式(4.1)，(4.4)から Lbの値

にた「する K，IK，oの値を計算することができる。 このようにして、 Lhの値

を変化 させたときの臼と K，IK，oの値をそれぞれ計算したところ、 Fig.4-8

のように、すべての試料について、データをよく回帰する r111線 が得られ

た。特に、 0.09nunの砂に関する 1111線は重要である。なぜならば、このよ

うな急激に減少する 1"1線は、既存の Ives，ルfualem，Kozeny-Carman式で、は

説明できないが、それを説明できたからである α



第4市均一律純子のそ711ツギングモデJレ

Table 4・2Fitted equations in Fig. 4-7. 

Sample f'ilted eqllalioll 

Imm beads ß~II.]8]Lh0 55而

0.7mm beads ß~0 . 0004Lh2_0.0377Lh+J.3 J 60 

0.54mm beads ß~0 . 0005し人0.034JLh+0 . 9J 90 

O.12mm beads s=0.0009L1λ0.0462Lh+0.8748 

0.09mm sand f¥=-0.0044Lh +0. J 945 

lfi:l 
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第 4皮 j~J 一 体i''L 干のクロッギング号デノレ

第 4節まとめ

( 1 )まとめ

均一径の紋子におけるクロツギングの数学モデルを構築した。粒径の

小さい試 ~;;I では、細菌がミクロコロニー を形成するために、 一定量のバ

イオ7 スのj内殖に対する透水係数低下の出l合が、バイオフィノレムが形成

主れる試料よりも大きいことが知られている。 しかしながら、既往のク

ロツギングのモデルは、手IlII省の細胞が粒子表而に一傑なバイオフィノレム

を形成するという仮定に基づいているため、本市では不均ーな微生物の

偵息形態をモデルの中に取り込んだ数学:モデノレを提唱した。バイオマス

の体積、コロニーの形、透7)(係数のIJ円の関係式を導き、既往の研究に適

ffJした。

( 2 )今後の課題

A. sの値の決定

βを変数としたときに、日と i重水係数の関係をよくあらわすことがで

きたが、そのためには、 LbとHの関係が与えられなければならない。そ

のためには、数多くの試料について実験を行って白と透水係数の関係か

らんと βの関係を求め、そのiHVJを調べるという方法もあるが、。の値

を実例lあるいは理論的に計算できれば、より望ましい。バイオフィルム

の形成過程は、詳細に研究されている (Wannerand Gujer， 1986; Csikor et 

aL， 1995)。 しかし、それらは常にー傑のバイオフィノレムが形成されると

いう仮定に基づいている。すなわち、本モデルにおいて常に s=1である
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と仮定することに相当する。しかし、粒径の小さい多孔質体では ミクロ

コロニーが形成されるため、そのような試料では s=1という仮定は不適

切である 。そこで、それらの試料に対しては ミク ロコロニーの成長を Lb

とHが問H寺に変化する過程として、理論的にも夫験的にも研究が進めら

れる必要がある。その」二、バイオフィノレムの形が不均ーであるという報

告もある (Massol-cleyaet aL， 1995)。 βの値を直接測定することは、今後

の市民Mである。DeLeoand Baveye (1997)のように、共焦点レーザー走査型

電子顕微鏡によってコロニーの立 体的な映像を得ることは、 8の値を);，1

るために有mである ロ

B.過剰のバイオマスが生成される場合

f走大コロニーJ享が d/2 よりも大きくなる場合、すなわち過剰のバイオ

マスが生成きれる場合には、本モデルでは解析でき ないのそのときん、

バイオマスの中を水が通過するときの通水低抗が、透71<係数を決める重

要な要因となり、そのようなモデルを椛築することになる。

c.粒径分布のモデルへの取り込み

宮崎ら(1994)のモデルは、 Sとdを定義しておいて、長終的には Sとd

を消去した式を解析に用いるところにその特徴があるが、ヌドモデノレで!士、

dの値そのものが重要であり、 Sとdを消去することが出来なし、。 した

がって、粧径がJ均質な試料にのみ適用可能である。今後、土擦のクロツ

ギングをそデノレ化する際には、粒f宅分布をどのようにモデノレの中に組み

込むかという課題が残されている。そのための一つの手法として、 Ewing

1Mi 
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and Gupta (1994)の、 三次元間隙ネットヲークモデノレに、木モデ、ルの概念

と係数をl取り入れることが考えられるロ

157 



第 5章 結論

第 1節結論

水区!の.1')1被からサンプリングした試料に栄養7)<を供給すると、カラム

の上端 Icm の部分において、 118 日間で透水係数が 2オーダー低下する

ことが分かった。

透水係数が低下する原因の第一l士、糸状E言iが実験開始時の 100依ほど

J\~) ~ì'[することによる、糸状 I誼の細胞と多糖類等の代謝生成物質による 11円

|獄の目詰まり(クロッギング)であることが分かった。その際、 細菌と

糸状箇のFriJに姑抗関係があることが示唆された。このクロツギングは、

実験初期のお!入空気の溶解による透水係数の上昇を差し引いて考える

と、透水係数を 3オーダー低下させる力がある。土rlJに供給したグノレコ

ースの総選;はわずかであるが、数ミリメートノレのごく薄い層に目詰まり

物質が帯脱されたためん、わずかな質量の目詰まり物質が透水係数を大

きく低下させたと考えられた。

透水係数が低下寸る原因の第二は、微生物の活動にともなうメタンガ

スの発生によって、 11円IY:(中に般大気相率 30%の気泡が発生するためであ

ることが示されたc また、気泡のj曽川I泣から、メタン発生量の上限値と

下限値を計算した。この効果は、透水係数を 2オーダー低下させる力が

あった。

第一の原因と第二の原凶が複合現象としてあらわれたときに、透水係

数の低下は阿者の積の 5オーダーではなく、より効果の大きい第一の原

因に規定され、透水係数の低下は 3オーダーとなった。
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微生物により透水係数が低下した試料に殺菌ノkを流すと、気泡が問!日在

中に綜仰するため透水係数が回復するが、死~H本や微生物による代謝生

成物質が11月|総'iJに筏るために、初期の他までは回復しなかった。

j
匂ー径の粒子におけるタロツギングの数学モデルを情築した。 このモ

デルが従来のモデノレと 比般して優れている点 l士、従来のモデノレは粒子表

而を細菌がー燥なバイオフィルムを被っているという仮定をしているた

めに、粒径が大きいガラスビーズ等の試料にしか適用 できなかったが、

本モデルは土佐子表而の微生物の後息形態をモデノレの中に変数として取

り入れたため、ミクロコロニ一等の綾，~、形態をしているときにも、クロ

シギングをうまく数学的に表現できるようになった点にある。均一径粒

子にのみ適用 されるため、い主だ自然の土に適用することはできないが、

自然の土では細菌がミクロコロニーとして楼息することを考えると、従

来のそデ/レよりもより汎用性が商くなったことになる 。実際に、既往の

研究のデータを説明することができた。

第 2節今後の課題

第二輩において、タロッギングは表層 Icm で、起きることを確認し、第

三宅で高さ Icm のカラムを用いて実験することにより表そう lcm での変

化 に着目することができた。そして、その実験で、透水係数の低下が厚さ

数 ミリメート /レの腐の闘詰まり物質の子容積によるものであると考察され

た。そこで、今後の課題 として、透7k係数の低下が起きる厚さ数ミリメ

ートノレの腐を特定し、その (立iEの透水係数、乾燥密度、気相率の変化 を

測定するととが重要である a 透7)<.係数の低下を起こ す層は、表層より数

ミリメ」 ト ノレ下の 嫌 気 的 な }~であると考えられるため (J ia ng and 



笠 fi(，1:必1直

Matsumoto， 1995)、高さ数ミリメートノレのカラムを使ってもそのiJjIj定を行

うことはできない。そこで、次に行うべき実験として、たとえば以下の

ような実験を考えることができる。

同iさ数センチメートノレのカラムに栄養水を浸透させたときの、特に表

層の透水係数変化を数ミリメートiレ単位で深さ別に測定する。そして、

ガンマ線水分宿H寺計(常崎ら、 1985) により、乾燥密瓜ーと気相率のプロ

ファイノレもミリメートノレ単位で測定する。浸透終了後に、カラムの断而

数カ所?薄片試料を作成し、その写真を撮ることで、タロツギングの起

きた位置の悶詰まり物質を視党的に確認するとともできる。

現段階では、まだ現場の透7Jく係数低下現象を+分に説明し得る数乍モ

デ/レは完成されていなし、。今後の研究により、室内実験のデータを蓄積

し、一方で理論的考察を進めて数学モデノレを発展させることにより、現

場での透水係数の低下をはっきりと説明できるそデノレが完成されること

が期待される。
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