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近年，様々な産業系リサイクル材を活用した環境改善に関する研究開発がおこなわれている．PS灰や浚

渫土もその一つであり，干潟・浅場造成等の自然再生での利用について検討されている．これまで PS灰の
水域での利用に関して高 pHの影響が懸念されていた．そこで，pHが中性に近い PS灰系改質材と浚渫土
を使用した改質土を干潟・浅場造成の材料として利用するため，生物に対する安全性および生物加入状況

を確認することを目的とした実海域試験を実施した．その結果，改質土は再泥化することなく，生物出現

状況についても，底生生物とアサリの出現状況は対照区である砂と比較して同等かそれ以上であった．そ

のため，本改質土は干潟材料としてだけではなく，アサリ漁場に利用できる可能性があることが示唆され

た．  
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1. 緒論 
 
産業系リサイクル材の利活用方法の一つとして，自然

再生を兼ね備えた環境技術に関する研究が進められてい

る．水質・底質環境改善分野においては，石炭灰，鉄鋼

スラグ，貝殻などの産業系リサイクル材の積極的な活用

が試みられており，現地試験の実施や実用化されている

事例も多い 1)2)3)．  
製紙製造工程で発生するペーパースラッジ焼却灰（以

下，PS 灰とする.）もその一つである．ペーパースラッ
ジは古紙から再生紙の原料となるパルプ繊維を回収する

際に排出される．このペーパースラッジを減容化するた

めに焼却した際に最終的に残った灰を PS 灰という．PS
灰は，古紙の利用率の増加に伴い発生量が増加し，多く

は，埋立処分されてきたが，近年では PS 灰の高吸水性
能を活かしたPS灰系改質材として活用されている 4)． 
従来，建設汚泥やヘドロ等の液性限界を上回る高含水

状態の土（液状泥土）は，その大部分を回収，脱水処理，

運搬し，産業廃棄物や建設発生土として処理されてきた．

そのため液状泥土に改質材を添加して水分調整し，埋立

材，盛土材，路盤材等として有効活用するための手法が 
提案・実用化されている 4)． 

一方で，航路浚渫等で大量に発生する浚渫土は，産業

廃棄物として処分場の確保が問題となっている．浚渫土

の多くは埋立処分されてきたが，海洋環境への負荷の軽

減や処分場不足により，有効利用が求められており，そ

の一つとして，干潟・浅場造成の材料として使用するこ

とがあげられる． 
干潟・浅場造成は，多様な生物の生息空間の創造やア

サリ等の水産重要種の成育場となることを整備目標とし

て管理されることが多い 5)．その際，浚渫土は基盤材料

として使用され，表層は購入砂等で覆砂して整備するこ

とが一般的である．しかしながら，覆砂材となる良質な

砂は，環境保護の立場から採取が規制されつつあり，覆

砂材の確保について課題が残されている．覆砂材を使用

せずに，粘性土の浚渫土を表層材として使用した場合，

泥干潟に適した生物相が形成され，アサリ等の生息には

適さない 6)．また，浚渫土の多くは含水比が高く，施工

性や造成後の地形安定性についても課題が残されている．  
浚渫土を用いた底質改善のために，浚渫土にPS灰系改
質材を添加し造粒した材料について実海域で実施されて

いる．しかしながら，改質土のpHが高く，生物に対する
影響が課題となっていた7)8)． 
そこで，pHが中性に近いPS灰系改質材を使用して，浚
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渫土に添加した改質土を干潟・浅場造成の材料としての

活用を検討するために，改質土の生物に対する安全性の

確認と実海域における生物加入状況を把握することを目

的とした室内試験および実海域試験を実施した． 
 
 

2. 試験材料 
 
(1) PS灰系改質材 
試験に使用したPS灰系改質材は，PS灰に特殊薬剤を
混合して水和処理した粉末状の物質で，主成分はCaO 
(45 %)，SiO2 (25 %)，Al2O3 (15 %)であり，有害物質の
含有量は基準値以下である．このPS灰系改質材は表面
が多孔質であり，物理的改質による瞬時の改良効果に加

え，時間経過にともなう化学的改質による緩やかな強度

発現を有することがあげられる．また，PS灰系改質材は
アルカリ分の溶出が課題となっているが，試験で使用し

たPS灰系改質材は中性に近い材料である．  
 

(2) 浚渫土 
浚渫土は東京湾の航路浚渫時に採取した試料を使用

した．土性は中央粒径 D50=0.096 mm，シルト・粘土分
45.5 %，強熱減量 6.2 %，含水比 86.7 % ，pH 8.8であっ
た．  

 
3. 試験方法 
 
(1) 生物に対する安全性確認試験 

PS 灰系改質材の生物に対する安全性について確認す
るために，魚類急性毒性試験を実施した．試験方法は環

境省の OECD テストガイドラインに準拠した方法で実
施した．試験は，96時間曝露した際の魚類に及ぼす影響
を半数致死濃度(LC50)で評価した．            
供試魚は一般的に毒性試験で使用されるヒメダカを

使用した．図-1に試験状況を示す．ガラス製の水槽(31.5 
cm×18.5 cm×H24.0 cm)にヒメダカを10個体/水槽投入し．
2 週間の馴致後に試験を開始した．試験は止水状態で，
エアレーションをかけた状態で実施した．照明は 12時間
～16時間/日，水温 21 ℃～23 ℃の条件で試験を開始した． 

 

また，試験中は無給餌とした．試験区は急性毒性試験の

上限値 100 mg/lおよびその半量の 50 mg/l，対照区の 0 
mg/lの 3試験区を設定し，各試験区 3水槽ずつ試験を実
施した．24時間ごとにヒメダカの様子を観察し，異常遊
泳やへい死個体の有無を確認した．また，観察時に pH
を測定した． 
 
(2) 現地試験 
浚渫土に PS 灰系改質材を添加した改質土について，
干潟材料としての適用性および特性を確認するために，

実海域に試験区を設置し，1 回/月の頻度で調査を実施し
た．試験区を表-1および図-2に示す．浚渫土に PS灰系
改質材を添加したPS区，PS灰系改質材と高炉Bセメン
トを添加したPSC区，高炉Bセメントと高分子系吸水材
を添加した CP区の 3試験区を設定した．また，対照区
として，浚渫土に何も添加しない原泥区と購入砂の砂区

の合計 5試験区を設定した．各試験区の添加量は事前配
合試験を実施し，24 時間の振とう試験による再泥化状況
や一軸強度試験の結果を基に決定した．  
セメントを添加したPSC区やCP区は，図-3に示す通
り，配合 1日後に 1,000 kN/m2の強度が出ていた．一方

PS区は緩やかな強度発現状況であったが，配合 1週間後
に 1,000 kN/m2程度まで強度発現し，配合 2週間後には他
の2試験区と同様の強度発現であった．改質土のPS区，
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図-2 試験材料 

図-3 改質土の強度 

表-1 試験区 

PS灰 セメント 吸水材

PS PS灰 300kg/m
3 - -

PSC PS灰+セメント100kg/m
3
100kg/m

3 -

CP セメント+吸水材 - 100kg/m3 0.15kg/m3

原泥 浚渫土 - - -
砂 川砂 - - -

添加量
材料

対照区

改質土区

試験区

図-1 急性毒性試験実施状況 
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PSC 区，CP 区に関しては，配合 3日後に，アサリ稚貝
の着底促進効果が期待できる粒径 10 mm ～50 mm程度
の礫状になるようにスコップで撹拌し，その後，3 週間
の気中養生を実施した． 
現地試験は，2016年 2月に，図-4，図-5に示す千葉県
市川市千鳥町の生物共生護岸実験施設で開始した．試験

区は，階段状の実験施設のうち，T.P. + 1.7 m(A.P. + 0.6 m)
の地盤高に設置した．各材料はコンテナケース(0.38 
m×0.22 m × H 0.15 m)に投入し，1試験区につき 3ケース
ずつランダムに設置した．設置状況を図-5に示す．モニ
タリング調査は，設置約 1ヶ月後の 3月から 6月までの
約 4カ月間実施し，1回/月の頻度で底泥をスコップで定
量採取した．分析項目を表-2に示す．試験区ごとに，底
生生物（種数，個体数）および底質（T-N，T-P，T-C，
全硫黄，COD，強熱減量，粒度）分析を実施した．また，
調査時に底泥中の pHを測定した． 

 
4. 試験結果 
 
(1) 生物に対する安全性確認試験 
急性毒性試験の結果，全試験区において，試験期間中

にへい死した個体はいなかった．また，添加時および観

察時に異常遊泳等の行動は見られなかった．急性毒性試

験は，100 mg/lを上限として試験を実施するため，今回
の試験の結果，PS灰系改質材の添加によるヒメダカへの

急性毒性試験は，区分外という評価となった．また，試

験前の pHは pH 8.1であり，添加後に 50 mg/lの試験区は
pH 8.4，100 mg/lの試験区は pH 8.7と添加後若干上昇す
るものの，いずれの試験区もpH 9.0以下であった．また．
試験期間中に抱卵したメダカが各水槽 1～2 個体確認さ
れた． 

 
(2) 現地試験 
a) 水質および底質 
間隙水中の pHの経時変化を図-6に示す．設置直後の

pHは，対照区の原泥で pH 7.4，砂区で pH 7.5であった．
一方で，改質土区の pHは，PS区で pH 9.2，セメントを
添加した PSC区で pH 9.3であった．しかしながら，設
置 4ヶ月後には全ての改質土区の pHは pH 8.0以下に下
がっており，対照区と変わらない値となっていた． 
設置前と終了時の底質分析の結果を表-3に示す．T-N，

T-P，T-S，T-C はいずれも砂区は他の試験区と比べて低
かった．終了時のCODはPS区で 4.7 mg/gDWと最も高
く，砂区は 1.8 mg/gDWと低い値であった．また，終了
時の強熱減量は，改質土の各試験区は7.5 %前後だった． 

項目 調査項目

水質 pH（間隙水中）

底質 T-N,T-P,T-C,COD,強熱減量,粒度分布

底生生物 出現種,種数,個体数

 
1.2m

AP+0.6m
AP+0.3m

試験実施場所 

陸側 沖側 

東京

ディズニーランド

船橋

海浜公園

調査地点
（千葉県市川市千鳥町）

N

0 1.5 3.0 (km)

図-3 pHの経時変化 

表-2 底質分析結果 

全窒素

(mg/g)
2月

（設置前）

6月

（終了時）

全リン

(mg/g)
2月

（設置前）

6月

（終了時）

PS 0.9 1 PS 0.1未満 1.1

PSC 0.8 1.1 PSC 0.1未満 0.9

CP 0.9 1.1 CP 0.1未満 0.7

原泥 0.7 0.8 原泥 0.1未満 0.7

砂 0.1未満 0.5 砂 0.1未満 0.5

全硫黄

(mg/g)
2月

（設置前）

6月

（終了時）

CODsed

(mg/g)乾
2月

（設置前）

6月

（終了時）

PS 0.4 0.4 PS 1.5 4.7

PSC 0.3 0.6 PSC 1.7 3.9

CP 0.35 0.4 CP 2.1 3.6

原泥 0.36 0.3 原泥 2.4 2

砂 0.1未満 0.1 砂 0.1未満 1.8

全炭素

(%)

2月

（設置前）

6月

（終了時）

強熱減量

(%)

2月

（設置前）

6月

（終了時）

PS 1.2 1.5 PS 2.5 7.3

PSC 1.1 1.4 PSC 7.6 7.6

CP 1.1 1.4 CP 9.2 7.5

原泥 2.2 1.4 原泥 4.5 5.5

砂 0.1未満 0.3 砂 05.8

0
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PS PSC CP 原泥 砂

p
H

2月（設置時）
水温20℃

3月
水温19.5℃

6月（終了時）
水温27.5℃

図-4 試験実施位置 

図-5 試験実施状況および試験場所 

表-2 調査項目 

図-6 pHの経時変化 

表-3 底質分析結果 

▼T.P.+1.7m 
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試験終了時の粒度分布を各材料で比較した結果を図

-7 に示す．PS区は礫分が 50 %近くを占めており，PSC
区およびCP区も礫分が 30 %以上占めていた．また，全
改質土区のシルト・粘土分以下の割合は砂区と同様に

10 %であった．なお，原泥区採泥の際，礫分が混在した
ため分析結果でシルト・粘土分以下が減少してしまった． 

 
b) 底生生物 
出現した底生生物種の経時変化を図-8に示す．設置 1
ヶ月後の 3月には全試験区で生物が加入しており，改質
土区と砂区の種数は，原泥区と比べて 2～3倍多く出現し
た．また，出現種は小型節足動物のドロクダムシ類が優

占していた．5月は改質土のPS区, PSC区，CP区で種数
は減少したものの，その後増加して 6月はPSC区が最も
多い 25種となった．一方，最も少ないのは原泥区で 15
種しか出現しなかった． 
底生生物の個体数の経時変化を図-9に示す．全試験区
で 5月に小型多毛類のスピオ類が一時的に増加したため，
全体の個体数が急増したが，6月は PSC区で約 7,500個
体/m3の個体数密度で最も多く，PS 区と砂区は約 2,000
個体/m3と最も少なかった． 
出現した底生生物の体積あたりの湿重量の経時変化

を図-10に示す．3月の調査では，日和見種である小型多
毛類のスピオ類が優占したため，湿重量は 10g/m3前後と

小さい値となった．5 月以降は，アサリやホトトギスガ
イ等の二枚貝の増加に伴い湿重量も増え，特に二枚貝が

多く出現した PS区と PSC区は，対照区と比べて湿重量
が増加した． 
水産重要種であるアサリ出現状況を図-11に示す．4月
以降，全試験区でアサリ出現個体数は増加した．特にPS 
区と PSC 区では，6 月に多数の稚貝が出現しており，
それぞれ約2,800個体/m3と約800 個体/m3確認できた．

また，砂区は 4月に個体数が増加したものの，5月-6月
にかけて減少ており，6月は泥区と同等の約 400個体/m3

であった．図-12 に示す通り，アサリは礫に付着してお
り，礫分が多い改質土で多く出現した． 
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図-7 各試験区の粒度分布（6月） 

図-9 個体数の経時変化 

図-8 種数の経時変化 

図-10 湿重量の経時変化 

図-11 アサリ個体数の経時変化 

図-12 PSC区およびアサリ付着状況（4月） 
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試験終了時の 6月の調査で出現した底生生物の分類群
別の個体数および多様度指数を図-13 に示す．最も個体
数が多く出現した試験区は PSC 区で約 68,000 個体/m3，

次いで砂区が約 60,000 個体/m3であった．一方で，最も

少ない試験区は PS区で約 17,000 個体/m3であった．CP
区と原泥区は約 40,000 個体/m3であった． 
分類群別の出現割合を図-14 に示す．その結果，どの
試験区も環形動物の割合が多く，全出現個体数の 50 %以
上を占めていた．次いで多かったのは，節足動物で

15-20 %を占めていた．二枚貝の占める割合は改質土区で
多く，特にPS区では 35 %を占めていた．一方，対照区
の原泥区や砂区は少なかった．Shannon-Wienerの多様度
指数（H’）は，どの試験区も 3以上でほとんど変わらな
かった．  
 
 
5. 考察 
 

PS灰系改質材の生物に対する安全性および，干潟・浅
場造成の際の表層材としての適用性を確認するために，

実海域における生物生息についての確認試験を実施した．

急性毒性試験を実施した結果，ヒメダカの生残への影響

は発生せず，異常遊泳行動も確認できなかったことから，

PS灰系改質材の魚類への短期的な安全性の確認できた．  
実海域試験の結果，間隙水中のpHは，設置直後に改質土
の試験区はいずれもpH 9を超えていたが，設置4ヶ月後に
は，pH 8以下に下がっていた．また，設置1ヶ月後には                           
全試験区で多数の生物が加入していたことから，今回使

用した改質材の配合では，生物へのpHの影響は少なく，
干潟材として使用可能であると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，全窒素や硫化物量等は生物量が少ない対照区と

比較して改質土区で高くなった．高山ら(2009)によると，
良好な干潟のCODの目標値は3 mg/gDW ～10 mg/gDW 
とされている9) .今回の試験の結果，設置4ヶ月後には改
質土の全試験区でCODが3 mg/g DW以上となっており，
干潟の底質環境として適した状態であると推測された． 

設置 4ヶ月後の底質の粒度分布を比較した結果，改質
土のシルト・粘土分は，砂区と同様に 10 %程度であり，
礫分は 30 %～50 %近く残っていたことから，浮泥が堆積
した影響と推測され，改質土の再泥化によるものではな

いと考えられた．以上の結果，海域に設置した場合も改

質土は再泥化しにくいと考えられた． 
各試験区で出現した底生生物の出現状況は，設置 1ヶ
月後に全試験区で小型多毛類や節足動物が出現し，経過

と共に種数・個体数は増加していたことから，改質土は

早期から底生生物が生息できる環境となっていることが

推察された．また，底生生物の種数・個体数および多様

度は，浚渫土にPS灰系改質材とセメントを混合したPSC
の試験区で良好な結果となっており，砂区や原泥区より

も多くの生物が出現していたことから，生物の生息に適

した底質材料として利用できることが示唆された． 

各試験区で出現した生物種は，改質土区はアサリ稚貝

やホトトギスガイ等の足糸で基質に付着する二枚貝やイ

ソギンチャクの仲間が出現した．また，アサリの初期稚

貝の着底状況は PS区と PSC区で最も多く，経過と共に
増加した．一方，砂区では 4 月に一時的に多くのアサリ
稚貝が出現したがその後減少した．この要因として，砂

や原泥と異なり改質土は礫分が多く，アサリ稚貝が足糸

で礫状の改質土に付着することで，流出防止につながっ

たと推測された．そのため，礫状に固化した改質土には，

砂区と比べてアサリの初期稚貝の着底促進および減耗防

止効果があることが示唆された． 

以上の結果,浚渫土にPS灰系改質材を添加した改質土
は,干潟・浅場造成等の自然再生の事業の際に,基盤材や

覆砂材として利用可能であることが示された.  

なお，本試験で使用したPS灰系改質材を浚渫土に添加
した改質土について，浅場・干潟へ適用する際の水中で

の強度発現状況や施工方法の提案するための各種試験11)

や，干潟造成時の植生帯への活用を目的とした植栽試験
12)が実施されている．その結果，改質土の水中での強度

発現状況は，気中養生での強度が水中投入後も維持され

る事が明らかとなっており，気中養生期間を調整するこ

とで水中での必要強度を維持できることが明らかとなっ

ている．また，ヨシ等の湿性植物は，改質土も砂と同等

の生育状況となることが明らかとなっている．           

今後，毒性試験に関しては，長期的な安全性の確認，

および干潟域の底生生物に対する安全性について確認す

るための試験を実施していきたいと考えている．また，
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図-14 分類群別の出現割合（6月） 

図-13 分類群別の個体数および多様度指数（6月） 
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試験では礫状の改質土について，礫の形状が維持される

期間や礫の強度に関する試験を実施しなかった．今後は

長期間設置した場合の改質土の形状および性状の経時変

化について確認する必要があると考えている． 
    
 

6. 結論 

 
PS灰系改質材を浚渫土に添加した改質土の干潟・浅場
造成時の基盤材および表層材として使用する際の生物へ

の影響および生物生息場としての適用性を確認するため

に現地試験を実施した．その結果，下記のことが明らか

となった．  
① PS灰系改質土を海域に設置し，生物生息状況を確認し
た結果，設置1ヶ月後から底生生物が出現しており，懸念
されていた高pHの影響は少ないと考えられた． 
②設置4ヶ月後の底生生物の出現状況は，PS灰系改質材
とセメント添加の試験区で良好な結果が得られた．単一

粒径の砂や浚渫土と比較して多様な粒径サイズで構成さ

れた底質のため，各底質に適した生物が加入したと推測

された．また，4ヶ月後に再泥化も確認されていないこと
から，干潟表層材料として活用できることが示唆された． 
③アサリ稚貝の出現状況に着目した結果，PS灰系改質材
を添加した試験区および，PS灰系改質材とセメントを添 
加した試験区で多くのアサリ稚貝が出現した．改質土区

は礫分が多く，稚貝が足糸で礫に付着することで，アサ

リ流出防止効果が得られたと推測されたことから，PS灰
系改質土は，アサリ生息場の底質材としても活用できる

ことが示唆された． 
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ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT TECHNOLOGY 
 UTILIZING MODIFIED SOIL USING PAPER SLUDGE ASH AND 

 DREDGED SOIL 
 
Kana TAKEYAMA, Shinsuke HAMATANI, Fumihiro KASHIMA ,Naruki WAKURI, 

Hiromoto YAMAUCHI, Hiroyuki IWAMOTO and Akiyuki UKAI 
 

In recent years, research and development of environmental improvement using industry recycled 
materials is being carried out.PS ash and dredged soil are also one of them, and it is examined to use as 
materials for shallow water and tidal flat. Regarding the use of PS ash in water area, however, the influ-
ence of pH was concerned. Hence, we carried out an experiment in sea area to confirm the applicability to 
benthos of the modified soil using PS ash which pH was almost the neutrality and the dredging soil. 

As a result, many benthos and short-necked clams appeared in the modified soil as being equal to or 
greater than the sand as the control. Therefore, it was suggested that modified soil may be used not only 
as tideland material but also as habitation ground materials for short-necked clams. 
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