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Recently, many bamboo groves in Japanese countryside have been abandoned with the aging farm workforce.
Therefore, the management of bamboo groves is an important issue to prevent the excessive expansion. As well as
activated carbon, it is reported that bamboo charcoal has adsorption capacity. In this study, bamboo charcoal was
examined to assess the adsorption capacity of nitrate ion and the mechanism in aqueous solutions. In addition,
non-point pollutant load reduction using the adsorption ability of bamboo charcoal was evaluated in the Itoshima
area (the western part of Fukuoka) as an example. Highway stormwater runoff was examined as non-point
pollutant load.
Bamboo charcoal was manufactured from Moso bamboo at 800°C carbonization temperature (BC800).The effect
of acid and alkali treatment for the bamboo charcoal on the nitrate ion adsorption capacity was examined. BC800
treated with acid following alkali treatment had higher adsorption capacity than that with alkali following acid
treatment. This suggested that the bamboo charcoal with partially-substitution of chlorine ion for hydroxide ion
adsorbed the nitrate ion easily. It was concluded that the nitrate ion adsorption mechanism onto the bamboo
charcoal was ion-exchange chemical adsorption.
The GIS analysis showed the bamboo groves area in the Itoshima area was 1373ha, and the area within 100m
from the roadway and within 15-degrees slope angle was 783ha, which is 57% of the total area. The area of
groves, 783ha, was easily available to cut down for the management; it corresponded to the available amount
supplied of bamboo charcoal, 4700 ton/year.
The reduction of the pollutant load from roadway runoff was estimated by runoff-adsorption model, which
showed bamboo charcoal had nitrate-nitrogen purification capacity or played a role of buffer in the concentration
fluctuation. In the Itoshima area, the production of 100 tons of bamboo charcoal per a year made up major arterial
road to remove the pollutant load using the bamboo charcoal 50g/m2.
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54. 竹の地域内循環資源化に関する検討

―ノンポイント負荷削減対策への利用―
伴野

雅之

1. はじめに
日本最古の物語とされる『竹取物語』にも見られ
るように，わが国において竹林は古くから生活に非
常に身近なものであったと同時に，古来より竹を資
源として利用し竹細工や竹工芸といった伝統的日本
文化を形成してきた。しかし近年ではプラスチック
などの代替資材の普及やタケノコ輸入の増加ととも
に，竹林を管理する後継者の不足により里山におけ
る放置竹林の増加が社会問題となっている。一方，

Fig.1 洗浄を行った竹炭の硝酸イオン吸着等温線

流域レベルでの水質汚濁状況は，排水規制や下水道

Table 2 吸着前後における pH 変化及び
近似した吸着式の吸着係数

整備によって特定汚染源からの汚濁負荷量は減少し
たものの，路面堆積物や田面といった面的に広く汚
濁物質が分布しているノンポイント汚染源からの汚
濁負荷に対する対策はほとんどなされておらず，環
境基準値を十分に満足している状況ではない。
本論文では竹を持続可能な循環資源ととらえ，地
域内において有効活用する手法を提案することを目
的とした。そこで，竹の循環資源化のモデル対象地
域として，竹林問題とノンポイント汚染源の両方の
問題を抱える糸島地域を選定し，ノンポイント負荷

K-BCNaOH-HCl）。HCl 及 び NaOH は 約 20mmol/l と し，

削減対策への竹炭の利用を検討した。

洗浄時の固液比は 1：100 とした。洗浄後に十分に
純水で酸及び塩基を洗い落とし，乾燥後 , 吸着実験

2. 内容

に供した。吸着実験はバッチ方式で約 pH6 の濃度

2.1

の異なる NaNO3aq に固液比 1:50 で竹炭を接触させ

竹炭の硝酸イオン吸着能とその機構

試料として鹿児島産 5 年生モウソウチクを昇温速

行った。

度 5℃ /min，炭化温度 800℃，保持時間 3 時間の炭

Fig.1 に竹炭の硝酸イオン吸着等温線を示す。ま

化条件により炭化したものを粉末状にして用いた

た，Table 2 に近似に用いた吸着式における各係数

（K-BC800）。それぞれの竹炭の比表面積及び細孔

を示す。NaOH，HCl の順で洗浄した竹炭が最も吸

特性を Table 1 に示す。この竹炭とは別に，吸着実

着量が多く，DDW の洗浄ではあまり吸着量は増加

験 の 前 に ① DDW の み (24h)， ② HCl (12h)，NaOH

していない。これは竹炭表面の陰イオン交換基に

(12h) の 順， ③ NaOH (12h)，HCl (12h) の 順 で 洗 浄

OH- が吸着している場合よりも Cl- が吸着している

を行った竹炭も用意した（K-BCDDW，K-BCHCl-NaOH，

場合の方が硝酸イオンの吸着に有利であったためと

Table 1 本研究で用いた竹炭の比表面積・細孔特性

考えられる。このことから，竹炭における硝酸イオ
ンの吸着は塩基性官能基による化学的な交換吸着の
可能性が高い。また，既存の研究から比表面積に関
わらず，塩基性官能基が多く存在する炭化温度の高
い竹炭での吸着量が大きいことから，ミクロ孔と
いった細孔による物理吸着よりもむしろ塩基性官能

基によるイオン交換性の化学吸着が卓越しているこ
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す係数である KF も約 2.4 倍となった。このことか

とが示された。また，酸やアルカリを使ったものと

ら比表面積の増加が硝酸イオン吸着能の増加につな

比べ DDW での洗浄ではあまり吸着量が増加してい

がった可能性が高い。

ないことから，硝酸イオンは比較的吸着選択性の高
い吸着が起こっていると推測される。

2.2

糸島地域における竹林の利用可能性

以上のことから，より効果の高い陰イオン吸着能

糸島地域における竹林の分布は，航空写真に基づ

に特化した竹炭を作成するには，比表面積の増加と

く第 6 回自然環境保全基礎調査の植生図から読み

より多くの塩基性官能基の生成が必要である。そこ

取った。また，竹林面積等の解析は GIS を用いた。

でより高い吸着能を有した竹炭を作成するために，

竹林を適正に管理していく上で，竹林へのアクセス

窒素雰囲気下で炭化温度 800℃，昇温速度 5℃ /min，

と竹の伐採のしやすさは重要な問題となる。アクセ

保持時間 3 時間は K-BC と同条件とし，5℃ /min で

スのしやすさの指標の一つとして道路からの距離が

500℃まで昇温した後，1 時間保持し，再び 800℃ま

ある。道路に近い竹林は伐採時における運搬の労力

で昇温し，熱との接触時間を長くした条件にて炭化

が少なく，管理を行いやすい。また，伐採のしやす

を行った。なお，原料として用いた竹材は九州大学

さの指標としては竹林が自生している場所の傾斜角

伊都キャンパス内で伐採された 5 年生程度のモウソ

度がある。斜面が急であるほど伐採がしにくく，伐

ウチクで，伐採後，天日乾燥させ，1cm 角のチップ

採にかかる金銭的コストも増加する。現在の竹林所

状にしたものであり，炭化後の竹炭は以後 I-BC800

有者が主に高齢者であることを考慮すれば，道路か

と呼ぶ。K-BC800 同様に洗浄した I-BC800NaOH-HCl に

ら遠く，急な斜面に自生する竹林は伐採後の運搬に

関して同様の吸着実験を行った。Fig.2 に K-BC800

多大な労力を要し，定期的な管理を行うことは難し

及び I-BC800 の硝酸イオン吸着等温線を示す。ま

い。

た，比表面積及び細孔特性は Table 1 に併記して

Fig.3 に糸島地域における道路からの距離ごとの

いる。I-BC800NaOH-HCl における硝酸イオン吸着量は

竹林の分布及び地面傾斜角度と竹林の分布を示す。

K-BC800NaOH-HCl よ り も 大 き い 値 を 示 し，Freundlich

糸島地域における竹林の面積は 1,373ha であるが，

吸着係数は K-BC800NaOH-HCl では KF = 0.62，1/n = 0.29

そのうち道路から 100m 以内にある竹林は 1,058ha

で あ っ た の に 対 し，I-BC800NaOH-HCl で は KF = 1.50，

であり，全体の 77% を占める。おおよそ道路から

1/n = 0.39 で あ る。I-BC800NaOH-HCl の 比 表 面 積 は

100m 以内にある竹林は伐採時の労力を最小限に抑

K-BC800NaOH-HCl の約 2.5 倍であり，吸着の容量を表

えられる。そこで，糸島地域における利用可能な竹
林を「道路から 100m 以内であり，傾斜が 15 度以
内の竹林」と定義し，糸島地域における「竹林の利
用可能面積」を算定した。
GIS を 用 い 算 出 し た 利 用 可 能 な 竹 林 の 面 積 を
Table 3 に示す。糸島地域における全竹林の 57% に
あたる 783ha の竹林が利用可能であると算出され
た。残りの竹林は管理するのに労力やコストを要す
るため，現時点での利用は難しいが，放置したまま
でよいというわけではなく，林道の整備による竹林
へのアクセスの向上や中長期間隔での伐採等の最低
限の管理が望まれる。

Fig.2 I-BC800 及び K-BC800 における
硝酸イオン吸着等温線

また，糸島地域における竹の地上部現存量を推定
した。本論文においては立木密度 8,000 本 /ha とした。
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2.3

ノンポイント負荷削減モデル

・路面排水流出モデル
本研究では代表的な自動車専用道路の一集水区間
（集水面積 3,024m2）を対象としてモデル化を行い，
1 時間間隔の流出水量と平均濃度を算出した。流出
水量は一段タンクモデルを用い，地下浸透と表面流
出のみを考慮した。また，降雨イベントは比較的短
時間の現象であるので蒸発散量は無視した。硝酸性
窒素の流出負荷のモデル化は S1: 堆積物由来の負荷，
S2: 堆積物に付着する自動車交通由来の負荷，S3: 道
路表面に付着する自動車交通由来の負荷の 3 種類が
時間と交通量により増加し，降雨含有負荷とともに
流出すると仮定して行った。モデルは 2007 年に行
われた路面排水調査における水量・水質の実測値を
基にキャリブレーションされ，2006 年及び 2008 年
の実測値により再現性を確認した。
・吸着モデル
路面排水流出モデルから得られた排水を対象に竹
炭による硝酸イオン吸着を以下の式を用いてモデ
ル化した。なお，吸着式にはバッチ実験から得た
I-BC800NaOH-HCl における Freundlich 式を用いた。

Fig.3 糸島地域における竹林の分布
（上：道路からの距離，下：地面傾斜角度）

また，竹 1 本当たりの重量は竹の種類や年生，大き
さ等によって異なるが，糸島地域における竹林は全
てモウソウチク林と仮定し，15kg/ 本（風乾重量換算）
とした。これにより，糸島地域全体の竹の地上部現
存量（風乾重量換算）は約 165,000t と推定された。
また，
「道路から 100m 以内であり，傾斜が 15 度以
内の竹林」から 5 年生以上のモウソウチクを伐採す
る場合，糸島地域における「竹材の年間最大利用可
能量」は約 19,000t/year と算出され，竹炭の収率を
およそ 25% とすると，竹炭の年間最大生産可能量
は約 4,700t/year と推定された。
Table 3 糸島地域における利用可能竹林面積

ここで Croad：路面排水流出濃度，Q：路面排水流出量，
qt-1：既吸着量，M：竹炭量，Cout：吸着後濃度，KF, n：
Freundlich 吸着係数である。
・モデル出力結果
Fig.4 に本モデルによる竹炭の硝酸性窒素除去
のシミュレーション結果の一例を示す。集水面積
3,024m2 の自動車専用道路における路面排水の流出
全量に竹炭 100kg を適応した場合，ファーストフ
ラッシュのような流出濃度が比較的高い際には吸
着により浄化され，流出濃度が低い時には脱着に
より濃度が増加することで，常に 0.3mg/l の処理水
質を維持しており，時間の経過とともに濃度の緩
衝材としての役割が強くなっていることがわかる。
0.5mg-N/l 以上の排水に竹炭を適応した場合では，
脱着はほとんど見られず安定した吸着による除去が
行われている。即ち，濃度を低減させるためには流
出全量への適応，汚濁負荷量を削減するためには高
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Fig.4 自動車専用道路における路面排水流出濃度及び竹炭による吸着後濃度シミュレーション結果
（上：全流出に適応，下：0.5mg/l 以上の流出濃度のみに適応）

濃度の排水のみに適応することが望ましい。また路

が可能である。50g/m2 の竹炭使用量においては 3 年

面排水に限らず，濃度があまり高くない排水や飲料

間の使用が可能であるため，さらに広い面積の道路

水の浄化にも十分使用が可能であると考えられ，竹

への適応や幅広い汚濁濃度への適応も可能である。

炭の水質浄化剤としての幅広い利用が期待される。

また，竹炭は疎水性表面を有し，カリウムやリン等
の肥料としての必須元素を多く含んでいるため，農

2.4

糸島地域における汚濁負荷削減シナリオ

薬の吸着剤，水田の土壌改良材や肥料としての利用

糸島地域におけるノンポイント負荷削減対策への

等のノンポイント負荷削減対策以外での利用も可能

利用による竹の循環資源シナリオとして，①竹炭を

であると考えられる。

100t/year で生産した場合，②竹炭を最大生産可能量
まで生産した場合の水域への効果を検討した。
0.5mg/l 以上のファーストフラッシュ水のような

3. 結論
1) HCl，NaOH の順で竹炭を洗浄することにより，

高濃度の排水に対して選択的に対策を行うことが

硝酸イオン吸着能は大きく増加し，その吸着機

できれば，前節で示したモデルにより，道路面積

構は竹炭表面の塩基性官能基によるイオン交

2

1m 当り 50g の竹炭を用いることで，3 年間程度ほ

換性の化学吸着であることが明らかとなった。

とんど脱着もせずに安定的に低濃度の排水を水域へ

2) 炭化温度 800℃のような高温での炭化による塩

2

流出させることができる。竹炭使用量 50g/m での

基性官能基の生成と熱との接触時間の増加に

対策を考えた場合，各シナリオにおける対応可能道

よる比表面積の増大が竹炭の硝酸イオン吸着

2

2

路面積は① 2km ，② 94km と算出された。費用対

能を増加させることが示された。

効果の大きい浄化対策を考える上では，交通量の大

3) 糸島地域における竹林面積は 1,373ha であり，

きい基幹道路に対して対策を行うことが効果的であ

その 57% にあたる 783ha の竹林は比較的利用・

る。糸島地域における道路面積を考慮すると，①の

管理しやすい状態にあり，竹炭の年間最大生産

シナリオでは，糸島地域における主要な幹線道路で

可能量は約 4,700t/year と推定された。

ある福岡前原有料道路と国道 202 号，②では全ての

4) 路 面 排 水 流 出・ 吸 着 除 去 モ デ ル を 構 築 し，

糸島地域における道路と隣接する福岡市の道路網

ファーストフラッシュ水のような高濃度排水

に対して十分に対策を行うことができ，それぞれ

に対して選択的に対策を行うことで年単位で

120kg-N/3years，5.6t-N/3years の窒素を削減すること

の除去効果を有し続けることが示された。
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第1章
1.1

序論

緒言

日本最古の物語とされる『竹取物語』にも見られるように，わが国において竹林は古くから生
活に非常に身近なものであったと同時に，古来より竹を資源として利用し竹細工や竹工芸といっ
た伝統的日本文化を形成してきた。竹は竹材としてだけでなく，タケノコは季節の風物詩として
も食されている。しかし近年ではプラスチック等の代替資材の普及やタケノコ輸入の増加ととも
に，竹林を管理する後継者の不足により里山における放置竹林の増加が社会問題となっている。
適切に管理されていない竹林は，竹の急速な成長に伴う拡大の速さから動植物の多様性が失われ
るだけではなく，保水力が小さく，地すべり等の災害を引き起こす恐れもある。
このように竹林の適正な管理が必要とされる上で，竹材の定期的な伐採が必要である。しかし
竹材や国内産タケノコに対する需要は減少する一方で，伐採後の竹材の有効活用が求められる。
その有効活用の一つとなる竹炭は未利用資源となっている竹から作られるため，安価に作成が可
能であり，様々な用途で用いられようとしている。
一方，流域レベルでの水質汚濁状況は，排水規制や下水道整備によって特定汚染源からの汚濁
負荷量は減少したものの，路面堆積物や田面といった面的に広く汚濁物質が分布しているノンポ
イント汚染源と呼ばれる汚染源からの汚濁負荷に対する対策はほとんどなされておらず，流域の
主な汚染源となっている。そのため公共用水域の水質は環境基準値を十分に満足している状況で
はない。特に，都市化が進展している地域においては，不浸透域の増大や交通量の増加に伴った
路面排水負荷量の増加が問題となっている。また，都市のみならず農地における灌漑排水も灌漑
期における重要な汚染源となっている。
福岡県の西部に位置する糸島地域（糸島郡志摩町・二丈町，前原市，福岡市西区の一部）は海
に面した自然の豊かな地域であり，のどかな田園風景も見られる。この糸島地域においても竹林
は多く存在し，放置された竹林による問題も重要視されつつある。また，糸島地域は福岡都市圏
に隣接している農業地域であるとともに，九州大学の伊都キャンパスへの移転に伴う都市化の進
展が予想されている。このような農業地域における都市の進展は日本各地でみられるものであり，
そのような地域では里山の保全，水環境への配慮といった適切な都市計画が十分になされるべき
である。
本論文では竹を持続可能な循環資源ととらえ，地域内において有効活用する手法を提案するこ
とを目的とした。そこで，竹の循環資源化のモデル対象地域として，竹林問題とノンポイント汚
染源の両方の問題を抱える糸島地域を選定し，ノンポイント負荷削減対策への竹炭の利用を検討
した。糸島地域において，路面排水は進展を続けている都市部の主要なノンポイント汚染源であ
ると考えられ，糸島地域の主な土地利用形態である農地から排出される灌漑排水は灌漑期のノン
ポイント汚染源として無視できない。これら二つの汚染源からの排水に竹炭を利用することで里
山の保全と水環境の改善を同時に達成することができ，同様な問題を抱える地域における都市計
画の一助となることが期待される。
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1.2
1.2.1

竹林
日本における竹林の現状

竹は温暖な土地に繁殖する植物であり，わが国では北海道から九州まで数多くの種が分布して
いる。Fig.1-1 に都道府県別に見た竹林面積の上位 10 都道府県を示している。上位 5 県は全て九州・
山口地方に位置し，福岡県の竹林面積も 11,020 ha と広い。これは九州の温暖な気候が竹の生育
に適しているためと考えられる。このように，九州では竹林が非常に多く存在しており，また放
置竹林や竹林の拡大は非常に重要な問題となっている。なお九州には主にマダケ・モウソウチク
の 2 種が多く自生している。

Fig.1-1 都道府県別竹林面積上位 10 府県（2000 年世界農林業センサス）

モウソウチク（Phyllostachys heterocycla f. pubescens）は日本の竹類の中で最大であり，大きな
ものは高さ 25m，径 24cm に達する。稈の節にある隆起線が 1 本であり，2 本あるマダケやハチ
クとは見分けが容易である。一方，マダケ（Phyllostachys bambusoides）はタケノコにやや苦みが
あるので苦竹ともいい，稈は高さ 20m，径 10cm に達する。ともに中国が原産であり，8 世紀か
ら 13 世紀ごろ日本に持ち込まれ，日本で拡大していったといわれている。
徳永・荒木 (2007) は竹林の産業としての衰退を説明するとともに，放置された竹林の防災上・
環境上の問題点を指摘し，竹の利用法と竹産業の将来性を鳥取県倉吉市の取り組みを例に挙げな
がら考察した。竹はイネ目イネ科タケ亜科（分類によっては竹科）に属する多年生常緑植物である。
竹は笹とは異なり，地下茎で繁殖し，一本の親竹から数十本の竹が生えることもある。その成長
は早く，タケノコとして地上に出たのち約 3 カ月で成竹となり，1 ～ 2 年で生長は止まる。この
地下茎による繁殖と生長の早さこそ放置竹林が問題となる所以であり，二つの大きな問題がある。
第一に，防災上の問題点として竹は根を地中に深くはらず，地下茎が浅く広く地面を覆うため，
保水力が非常に小さく，地滑りや土砂崩れを起こしやすい点が挙げられる。また，地下茎が土壌
と一体となってつながっているため，適切に管理されている竹林は地震等による土砂崩れには強
い防災上のメリットを有するが，放置された竹林はその効果は小さい。第二に，環境上の問題点
として動植物の多様性が失われる点が挙げられる。竹林は繁殖力が強く，竹林内は同一種類の竹
のみに単一化しやすい。そのため一度竹林が形成されると，その竹林の開花の周期である数十年
から百年前後は他の植物相は現れにくく，動物の多様性も失われやすい。竹林は開花後，種子を
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つけ一斉に枯死するため，その時は他の植物による植生の多様性を回復することができるが，他
の植物と比べ非常に長い周期であるため，必要以上の竹林の拡大はふさがれるべきである。
山本ら (2004) は航空写真から山口県における竹林分布図を作成し，ある対象区では過去 18 年
間における竹林面積が 57% 拡大していたことを明らかにした。また，土砂崩れとの関係に関し
て土砂崩れ後の斜面は保水性が良好であり，他の樹木との競合が少ないため，竹にとって発育に
良好な環境となっているとし，一概に竹林が土砂崩れを誘発するとはしていない。しかし，混成
林において竹林の占有率が高くなると杉やヒノキが枯死する傾向にあることを示しており，竹の
繁殖力の強さと放置竹林が森林環境へ与える影響に言及している。
Suzuki・Nakagoshi(2008) は竹林の拡大に及ぼす自然的要因と人為的要因を明らかにしている。
対象としたタケノコの栽培・出荷が衰退している二つの区では年 2% の速度で竹林が拡大してお
り，斜面の傾斜や周囲の土地利用といった自然的要因やタケノコの出荷や道路からの距離といっ
た人為的要因が竹林の拡大に影響を与えることを示した。
このようにわが国における放置竹林の増加に伴う竹林の拡大は早急に対策が必要な社会問題で
あり，竹林の適正な管理と竹材の有効利用が求められている。

1.2.2

諸外国における竹林の現状

日本においてはプラスチック等の代替資材の普及やタケノコ輸入の増加，竹林を管理する後継
者の不足等の様々な要因により放置竹林が増加している。そのなかで最も大きな要因となってい
るものは竹材の利用価値の低下である。特に国内では資材としての需要は小さく，竹林の管理の
ために竹を伐採しても，未利用資源として廃棄されることとなる。これが放置竹林を増加させて
いる一つの大きな問題である。
竹は日本のみならずアジア地域に多く見られる植生である。アジアの竹林面積は世界全体の約
8 割を占めると推測されている。中国や東南アジアにおいても多くの竹が自生しているが，竹材
は地域内の重要な資材として多く利用されている。その中でも日本と大きく異なるものが Fig.1-2
に示すような建築現場における足場への利用である。日本では現在，安全性の観点から鉄材によ
る足場がほとんどであるが，強度とコストの安さから中国や東南アジアでは低層階の足組みのみ
ならず，高層ビルの建設にも竹足場が用いられている。

Fig.1-2 中国における建築現場用足場への竹材の利用（左：外装修復工事現場，右：運搬される竹材）
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1.3

ノンポイント汚染源

ノンポイント汚染源とは汚染物質の発生がある特定の地点からではなく，面的に分布し，処理
施設によって処理されることなく，水域に流出する汚染源であり，点源に対する意味として面源
や非点源，非特定汚染源とも呼ばれる。ノンポイント汚染源と呼ばれる汚染源には様々あり，山
林流出水，農地からの雨天時流出水，路面流出水，屋根流出水のようなものが含まれる。近年，
排水規制や下水道整備によって特定汚染源からの汚濁負荷量は減少したものの，水質汚濁問題は
解決しておらず，根本的な水質の改善のためにはノンポイント汚染源からの負荷への十分な対策
が必要であることが認識されている。

1.3.1

路面排水負荷

路面排水負荷は都市域の道路に堆積した汚濁物質が，降雨時に掃流され水環境中に流出するこ
とによる汚濁負荷であり，自動車交通等の人為的活動の因子が活発になるほど大きな汚濁負荷源
となる。路面排水負荷の重要性を示した研究は数多く行われており，以下にその一例を挙げる。
・ファーストフラッシュに関する研究
特に流出の初期段階においては有機物や栄養塩類等の汚濁物質濃度が高い値を示すことが知ら
れており，ファーストフラッシュと呼ばれている。Deletic(1998) は総流量の 20% が流出した時点
における総負荷量に占める流出負荷量の割合をファーストフラッシュの指標として定義した。例
えば，流量が 1 降雨イベントでの総流量の 20% が流出した時点における流出負荷量が総負荷量
の 30% であればファーストフラッシュ現象が起こっていると言える。Huang ら (2007) はマカオ
の分流式下水道流域における路面排水の調査において Geiger ら (1987) が提案した累積流量と累
積負荷量が 1:1 から最も乖離している時点までをファーストフラッシュとする定義を用い，ファー
ストフラッシュが先行晴天日数と降雨強度と関係があることを示した。また，和田 (2007) は路面
排水の汚濁物質濃度が公共用水域と同等の水質に逓減するまでをファーストフラッシュと定義し
た。
・路面排水流出負荷量及び流出機構に関する研究
路面上には自動車交通に由来するタイヤかすや排気ガス等の微粒子や大気降下物等が時間の経
過とともに堆積している。道路表面から流出した有機物や栄養塩類は処理されることのないまま
河川等の公共用水域に流入する。近年，下水道の分流化が推し進められており，ますますその傾
向は強くなると考えられる。和田ら (2001) は都市域の交通量の多い都市高速道路，幹線道路から
の排水の調査を行い，有機物，栄養塩類に関する負荷を推定した。それにより，路面排水はファー
ストフラしッシュが著しいことを示した。新矢ら (2002) は高速道路からの流出排水を採取し，各
汚濁成分の負荷量を粒径区分別に実測することで流出特性を把握した。その結果，窒素および
TOC の汚濁負荷量の大部分は懸濁態，リンの半分程度は溶存態として流出しており，粗粒子や細
粒子の除去にはろ過処理が有効であると言えるが，汚濁負荷量の多くは溶存態や微粒子であるた
め，それらへの対策が必要であることを示した。和田・藤井 (2006) は 6 年間にわたり実施した路
面排水の実測調査から路面排水の流出特性，有機物・栄養塩類の流出挙動，ファーストフラッシュ
水の解析を行った。ここでリンは 96%，COD，TOC は 60-70％，窒素は 26% が懸濁態として流
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出しており，ファーストフラッシュを概ね累加流出高 3.5mm と推定し，全負荷量の約半分がファー
ストフラッシュ水によるものと明らかにした。Vaze・Chiew(2002) は道路表面を吸引し収集した
堆積物とブラシによってこすった後に吸引し収集した堆積物を調査し，道路表面の堆積物は降雨
強度等の流出特性に大きく依存し，降雨によって全ての堆積物は流出せず，一部流出しにくい負
荷が残存していることを明らかにした。また，多くの栄養塩類は微粒子に付着した状態で流出し
ていることを示した。二瓶ら (2006) は既存の①人工降雨法②実降雨法③堆積物採取法という 3 種
の方法に変わる新たなモニタリング手法として模擬降雨流出水法という手法を提案し，それを用
い多時点・多地点連続調査を可能にし，路面塵埃量の時間変化や路面上の塵埃環境の平面分布特
性に関して検討を行った。降雨時には降雨流出水により塵埃は移流・拡散されるものの，その一
部は路肩部の低地に集積され，無降雨時の移動車両が引き起こす人工風に伴い塵埃が路面上を浮
遊・拡散することを示した。Goonetilleke ら (2008) は港湾部における路面への堆積と流出を堆積
物の収集，シミュレーターを用いた模擬降雨による流出水の採水を行った。港湾内の各地点と都
市部との降雨時路面排水流出負荷量の違いを検討し，都市部と同様にトラック等の交通量の多い
地点における TN や TP の濃度が高く，コンテナによる風雨がふさがれる地点においては TSS の
濃度が大きくなることを示した。筆者 (2007) は福岡県西部に位置する糸島地域を事例として，原
単位を用い，流域全体の路面排水負荷量の算定を可能にした。また，TN の流出負荷量における
堆積負荷量の寄与は約 50% であるが，TP 及び COD の流出負荷量に対する寄与は約 70% である
ことを明らかにした。
・路面排水中の重金属類及び微量有害物質に関する研究
路面堆積物中には主に自動車交通が起源である重金属類や PAHs（多環芳香族炭化水素）等の
微量有害物質が含まれていることが知られている。それらの堆積物が路面排水負荷として流出
しており，水域への影響が懸念されている。Sansalone(1996) らは降雨特性の異なる二つの降雨
イベントにおける重金属類の定量を行い，Al 及び Fe は主に懸濁態，Zn，Ni，Cd，Cu，Mn に関
しては主に溶存態，Pb に関しては懸濁態と溶存態が同程度で流出していることを明らかにした。
Drapper ら (2000) はオーストラリアにおける路面排水を調査し，高速道路の出口等の自動車の急
な減速が行われる地点においてブレーキの摩耗による Cu の負荷，タイヤの摩耗による Zn の負荷
が大きいことを示した。平岡 (2004) は道路堆積物に含まれる人工物質と重金属の地域的特徴に関
して検討を行い，道路堆積物は特別な事情がない限り，その地点の化学的特徴を保持することを
明らかにした。また，銅が自動車制御装置の摩耗により供給され，道路堆積物中の銅がその場所
の交通密集度の指標となることを明らかとし，亜鉛や銅は都市近傍の湖沼等に堆積していくと考
えられ，湖沼の柱状堆積物試料における都市化の指標として有効であることを示した。Mangani
ら (2005) は路面排水のファーストフラッシュ水を対象として重金属類，PAHs の濃度を調査する
と同時に，排水管近くの流出水の影響を受けた土壌中の重金属類を調査した。重金属類の溶存態
は先行晴天日数との相関がみられ，懸濁態は都市化が進展している地域の方が高い濃度を示す傾
向が見られた。また，PAHs にもファーストフラッシュがみられることを示した。村上ら (2006)
は粒径画分ごとの道路塵埃中の重金属類の溶出濃度調査から，Al，Cr，Cu，As，Cd の溶出は微
粒子が高く，Mn，Zn，Pb の溶出は粗粒子で高くなると推察した。Tuccillo(2006) は路面排水を保
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持粒径の異なるフィルターで分画し，重金属含有濃度を測定した結果，5μm 以上の粒径の重金属
濃度が高く，Cu, Zn, Pb の溶存態は比較的多く含まれていた。新矢ら (2006) は道路堆積物中の鉛
の発生源を鉛同位体比を用い，ホイールバランスウェイトという自動車部品に起因するものと同
定した。小野ら (2000) は岡山県下の国道を対象に道路塵埃を収集し，そこから溶出した物質群に
及ぼした交通量，降水量，日照時間の関係を検討した結果，塵埃の量や塵埃から溶出する TOC，
PAHs は交通量と因果関係があり，75μm 以下の微粒子は風等，TOC は降水による洗浄，PAHs
は日射による分解によって道路上から消失していることが明らかとなった。また，重金属は Fe，
Zn，Cd に関して交通量との相関が認められた。Aryal ら (2005) は路面排水中に含まれる PAHs の
調査を行い，PAHs 濃度は SS 粒子と相関があり，特に細粒分の寄与が大きいことを示した。
路面排水に含まれる重金属や微量有害物質は受水域である河川や海域の底泥や雨水桝中の堆積
泥に蓄積されやすい。Lin・Chen(1998) は河川底泥に吸着している重金属類の分析をするとともに，
底泥の陽イオン交換能（CEC）と重金属吸着への有機物の影響を検討し，河川底泥への重金属類
の吸着には有機物が大きく関係していることを示した。岩佐・浦瀬 (2005) は雨水桝の堆積泥中の
重金属含有量を測定し，Fe，Ti，Mn は地点間の変動が小さく，Cu，Cr，Pb は採取地点における
人間活動や自然環境の差が敏感に反映されやすいことを示した。特に Pb，Zn，Cr に関しては大
通りの雨水桝の堆積泥にはそれ以外の通りの 1.8-2.3 倍の濃度の重金属が含有しており，自動車
交通による影響を受けていることが示唆された。Li(2006) は道路近傍の土壌中の Pb 濃度を測定し，
道路からの距離や深さによる Pb の汚染状況を把握し，土壌中での Pb の挙動に関する評価を行っ
た。道路近傍における深さ 50cm までの土壌中で Pb 濃度が高く，深さ 30cm 程度までに有機物が
多いことが一因であると考えられた。Kelderman・Osman(2007) はオランダのデルフトにある水路
堆積物の Cu, Zn, Pb が酸化還元電位の変化でどのような結合変化をするか調査した。一般に硫化
物態の重金属の酸化は重金属の溶離につながり，溶離した重金属の一部は再吸着されより不安定
な結合体へと移るため，酸化還元電位の変化する底泥の浚渫を行う際には注意が必要であること
を示した。Murakami ら (2008) は路面堆積物から人工路面排水を作り，雨水桝堆積物による重金
属吸着実験を行い，堆積物の重金属吸着が地下水へ及ぼす影響に関して検討した。その結果，Cr
及び Cu は堆積物への吸着がみられたが，Mn，Zn，Cd が地下水へ流入している可能性が示された。

以上の知見をまとめると，路面排水における汚濁負荷の種類は公共用水域の富栄養化の原因と
なる有機物や栄養塩類だけではなく，重金属類や PAHs 等の微量有害物質も含まれ，底泥や生物
等に堆積・濃縮されることが懸念される。路面排水負荷は先行晴天日数や通過交通量等の負荷の
堆積特性と降雨強度や降雨量等の降雨特性の両方の影響を受け，流出すると考えられ，降雨時に
おける重要な汚濁負荷源の一つである。特に流出の初期段階においては高い汚濁物質濃度の排水
が流出するファーストフラッシュ現象が顕著であり，排水先である河川等の環境負荷を考えれば，
ファーストフラッシュ水に含まれる汚濁物質の除去は重要な課題である。路面排水負荷は主に自
動車の摩耗や排気ガスといった自動車交通由来のもので，都市化の進展とともに負荷の量が増す。
下水道の分流化が進められている現在において，路面排水負荷に対して何の対策もとられていな
いことは問題であり，適切な路面排水の処理が望まれる。
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1.3.2

灌漑排水負荷

水田には収穫量の安定や品質の向上のために多くの施肥がなされており，灌漑期（5 月～ 9 月）
における田面水の流出は河川等の水質を悪化させる原因となっている。しかし，水田からの負荷
は水管理の方法や施肥量，天候等の様々な要因により変動し定量が難しい。そのため，様々な研
究がおこなわれているものの，水田からの汚濁負荷流出仮定は十分把握されているとは言えない。
以下に灌漑排水に関する研究の一例を挙げる。
・灌漑排水の水質への影響に関する研究
若井ら (2005) は土地利用の異なる 2 流域を流下する河川を対象に水質観測を行い，特に農村河
川流域において代搔き・田植えの影響が大きいことを指摘した。金木 (2001) らはワグネルポット
を用い，代搔きの有無，施肥の差異，土壌の種類による田面水の SS および COD 濃度の違いを検
討し，SS 濃度には代搔きが非常に大きな影響を及ぼし，COD 濃度には代搔きと土壌の影響がみ
られることを示した。また，施肥による SS 及び COD への影響はみられなかった。
水田は表面流出である灌漑排水のみが負荷となり得るのではなく，田面水の地下浸透も地下水
水質に影響を与える。上地 (2006) はワグネルポットを用い，水稲を栽培し，地下浸透や表面流出
による流出水の窒素濃度及び流出量を調査し，窒素収支について検討した。その結果，地下浸透
による窒素の流出の大部分は堪水後 10 日間に流出した硝酸性窒素であった。
・水田の持つ浄化作用に関する研究
金木 (2005) らはリンを施肥田植機による側条施肥かつ窒素を育苗箱全量施肥を行い，施肥量を
削減し，灌漑排水流出負荷量の削減に関する検討を行った。その結果，流出負荷量は削減され，
窒素では浄化がみられた。また，この方法による収量や食味の変化に有意差はみられなかった。
橋本ら (2007) は水田における TN と TP の収支をとり，水田系外への環境への影響を評価し，水
田が下流に流出する窒素を軽減していることを示した。このように水田は植物吸収や脱窒による
窒素除去量が大きいことが知られており，水管理や施肥量によっては水田への流入負荷より流出
負荷の方が小さくなる浄化型の水田となることも知られている。中曽根 (2004) らは流域全体にお
けるタンクモデルを用いた水田からの窒素除去量の評価を行い，水田に流入してくる窒素を年間
14%，灌漑期においては 42% 除去できるとした。また，山本ら (2006) は茶園，水田，用排水路，
河川の連鎖系での窒素除去能について検討し，灌漑期において水田は窒素を除去しており，ため
池での通年の貯水，水田での通年堪水灌漑，用排水路，河川での 24 時間通水により流域からの
窒素流出負荷量を大幅に削減できると推定した。Takeda・Fukushima(2006) は循環型灌漑を行っ
た場合の水田の汚濁負荷量と汚濁負荷浄化量を評価し，水田は流域全体で TP と COD に対して
浄化型，TN に対して汚濁型となることを示した。このように，水田は窒素のみではなく，リン
等に対しても浄化作用を示す場合がある。

以上の知見をまとめると，灌漑排水は灌漑期において農業地域の河川等の水質を決定する大き
な負荷源であると考えられる。しかし，適切な水管理や施肥を行えば，脱窒や植物吸収による窒
素の浄化だけでなくリンの浄化も可能となる。一方で大部分の水田は過剰な施肥により汚濁負荷
源となっているのも事実であり，減肥等の公共用水域の水環境への配慮も必要である。

-17-

第 1 章 序論

1.4

課題

本章の 2 節及び 3 節においてわが国における竹林の問題点とノンポイント負荷の重要性を示し
た。わが国の竹林産業は衰退している状態にあり，竹材を有効利用しない限りは放置竹林は増加
する一方である。特に，放置化された竹林による生態系の悪化や防災面での危険性はわが国の安
心で安全な生活を脅かすものである。竹の有効利用方法として本論文では竹炭の水質浄化剤とし
ての利用を検討した。竹炭の吸着能を利用した水質浄化剤としての利用は民間レベルで行われて
はいるが，十分にその吸着能は把握されていない。またノンポイント負荷の流出機構は多くの研
究によって把握され始めたものの，それらの負荷に対する削減対策は十分に行われていない。ノ
ンポイント負荷における懸濁態負荷を除去することは効果的な負荷削減対策となり得るため，砂
や土壌を用いたろ過による負荷削減システムに関する研究は比較的多いものの，溶存態負荷に関
しては有効な対策はほとんど研究されていない。特に，ノンポイント負荷は降雨時にのみ流出す
るものが多く，排水の流出時に迅速かつ簡易な溶存態水質への対策を行うことが必要である。そ
こで本研究においてはノンポイント負荷の溶存態水質の中で比較的高い濃度を示す硝酸性窒素の
除去対策として竹炭による吸着除去システムを検討した。
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1.5

本論文の目的と構成

本研究では竹林の適正管理とより良い水環境の創造を目的とし，竹の循環資源としての利用を
検討した。竹を炭化させることにより竹炭として付加価値を高め，地域内においてノンポイント
負荷削減対策としての竹炭の利用可能性を評価した。なお，モデル地域として竹林が多く存在し，
農地が土地利用の大部分であり，新キャンパスの移転に伴う都市化が推測されている糸島地域を
選定した。具体的に以下の四つに関する検討を行った。

①

竹炭の硝酸イオン吸着能の把握

②

糸島地域における竹林の植生状況の把握と利用ポテンシャルの算定

③

ノンポイント負荷（路面排水，灌漑排水）流出機構の把握

④

硝酸性窒素吸着モデルによるノンポイント負荷削減効果の評価

本論文の構成の概要を Fig.1-3 に示す。本章では，放置竹林とノンポイント汚染源の問題提
起を行った。2 章では，竹炭に関する既存の研究とノンポイント負荷削減対策及びノンポイント
負荷のモデル化に関する既存の研究をまとめた。3 章では，室内実験による竹炭の吸着能の評価
を行った。特にノンポイント負荷の主な溶存態負荷である硝酸性窒素の吸着能を重点的に行った。
4 章では，糸島地域を事例として竹林の植生状況と竹材の利用ポテンシャルを評価，地域内の水
環境の状況を把握した。5 章では，ノンポイント負荷として路面排水と灌漑排水を対象に現地調
査を行い，流出負荷量と流出機構に関する評価を行った。6 章では，路面排水における硝酸性窒
素流出モデルと竹炭の吸着モデルを構築し，路面排水及び灌漑排水に対する硝酸性窒素負荷削減
量を推定した。7 章では糸島地域における竹炭としての竹の循環システムを評価・検討した。

Fig.1-3 本論文全体の構成
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第2章

既存の研究

多孔質体の吸着剤として活性炭は，脱臭，廃水処理や浄水等，様々な分野において広く用いら
れている。しかし，多額の費用をかけて処理を行うことのできない汚濁負荷への対策には活性炭
は高価であるため，コストパフォーマンスの良い技術や水質浄化剤が求められており，安価な吸
着剤として竹炭への注目が高まっている。一方，ノンポイント負荷削減対策の前段階としてノン
ポイント負荷のモデル解析は様々な手法でなされてきた。また，実際に汚濁物質の除去を考えた
ノンポイント負荷削減システムに関する研究も行われ始め，今後ノンポイント負荷削減システム
の実用化が期待される。
本章では竹炭の物性及び吸着能に関して既存の研究において明らかとなっていることを取りま
とめた。また，ノンポイント負荷流出モデル及び削減手法の代表的なものを紹介した。

2.1
2.1.1

竹炭
竹炭の物性

炭化物は多孔性の吸着剤として用いられているが，炭化物の性状は炭化条件や原料の状態に
よって大きく異なることが知られている。服部・保坂 (2007) は竹炭の作成条件の上で最も重要と
なる炭化温度に関して，炭化温度と揮発率の関係を求めたが，竹は水分を多く含みヘミセルロー
スやセルロース等の熱分解が明確に分解温度を区別できるほど単純ではないことから，十分な結
論は得られなかった。Table 2-1 に既存の研究における竹炭の炭化条件と比表面積を示す。比表
面積は炭化条件によって 1.75 ～ 2123m2/g と大きく異なるが，700m2/g を超える比表面積を有する
竹炭は全て賦活化による活性竹炭である。賦活化を行わず，通常の炭焼きのみの場合は 100m2/g
～ 500m2/g の比表面積を有した竹炭が多い。大きな比表面積を有する竹炭を作成するには炭化温
度が 600℃から 800℃程度，昇温速度はできるだけゆっくりである方がよく，熱との接触時間が
長くなるほど比表面積が大きくなる傾向がある。吸着材の吸着性能は比表面積に比例して大きく
なるが，吸着能は単に比表面積のみによるものではなく，細孔容積，ミクロ孔容積，吸着基の有
無等が大きな影響を与える。細孔はマクロ孔（>50nm），メソ孔（2.0 ~ 50nm），ミクロ孔（2nm）
と分類され，吸着には主にミクロ孔の発達が重要であると言われている。高い吸着能を有した竹
炭の炭化条件には，ミクロ孔の発達と官能基の形成にも十分な検討が必要である。
また，竹炭表面にはカリウム等の金属酸化物が付着しており，水との接触による金属酸化物の
溶出で pH が上昇する。山根ら (2001) は木炭及び竹炭に含まれる微量元素の PIXE 分析を行い，
竹炭にはカリウムやマグネシウムが比較的多く含まれていることを示した。また，藤原ら (2003)
も竹炭にはカリウムが多く含まれていることを示した。山根らと藤原らの分析結果を Table 2-2
に示す。竹の産地による地域的な変動が若干みられるものの木炭と比較して多く含まれる元素の
傾向は同じである。竹炭の民間利用用途の一つとして，炊飯や飲料水に竹炭を用いられているが，
これらの微量元素による味の変化に期待したものである。
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Table 2-1 既存の研究における竹炭の炭化条件と比表面積
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Table 2-2 竹炭及び木炭に含まれる微量元素

2.1.2

竹炭の水質浄化特性

市場で販売されている竹炭の主な利用用途は，空気中のホルムアルデヒドの吸着や調湿材とし
ての利用であり，建築資材の一種として扱われている。藤原・嶋 (2003) は竹炭の調湿能を評価し，
木炭よりも高い調湿能を有することを示した。水中の汚濁物質の吸着材としてはボランティア等
による水路や河川の浄化，飲料水の浄化に用いられている。しかし，竹炭は活性炭ほど十分な研
究はなされておらず，竹炭の吸着能に関する研究は少ない。
Mizuta ら (2004) は 900℃で炭化した竹炭を用い，硝酸イオン吸着能を検討した結果，活性炭よ
りも高い吸着能を示すことを報告した。また，Ohe ら (2003) も竹炭への硝酸イオン吸着実験を行っ
ており，吸着に最適な平衡 pH は pH2.5 付近であることを明らかにした。Asada ら (2006) は 400，
700，1000℃で炭化した竹炭を希硫酸で酸洗浄し，アンモニウムイオン吸着を試みた。その結果，
炭化温度 400℃の竹炭が最もアンモニウムイオン吸着に適しており，竹炭表面のカルボキシル基
やフェノール性ヒドロキシル基の存在が吸着の理由として考えられた。
また土田ら (2001) は竹炭入りコンクリートの水質浄化能の実験結果から竹炭の Cr(VI) 吸着の
可能性を提案し，吸着実験から竹炭の Cr(VI) 吸着能を評価した。藤原ら (2004) は竹炭による重
金属の吸着の可能性を示し，実地試験による重金属の除去効果を検証し，竹炭を用いた除去装置
が高い除去効果を有していることを示した。Wang ら (2008) は 800℃及び 900℃で炭化し，H2O
もしくは CO2 で活性化させたタイワンマダケ炭を用い，重金属の吸着実験を行った。その結果，
Cu，Cr，Pb に関しては高い吸着能を示し，カルボキシル基が Cu 及び Pb の吸着に重要な役割を担っ
ている可能性が示された。
Hameed ら (2007) はメチレンブルーの吸着に関する検討を行った。Ip ら (2008) は活性化させた
竹炭を用い，水中の Acid Red 18 染料の吸着による除去を行っており，竹炭の作成条件による違
いを検討した。
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2.1.3

竹炭の有する特徴

以下に既存の研究から得られた竹炭の有する特徴を列記する。ただし，最後に（可）と記した
ものは，既存の研究においては完全には解明されておらず，可能性もしくは推測の段階である。

・600-800℃の高温での炭化により比表面積が増大する。
・炭化時において熱との接触時間を長くすることで比表面積は増加する。（可）
・炭化温度が高温になるほど塩基性官能基が増え，酸性官能基は減少する。
・高温で炭化された竹炭は塩基性官能基による陰イオン吸着能を有する。（可）
・比較的低温で炭化された竹炭は酸性官能基による陽イオン吸着能を有する。（可）
・木炭よりもカリウムやマグネシウムを多く含有する。
・表面に存在するカリウム等の金属酸化物の影響で pH を上昇させる効果を有する。

2.1.4

竹炭以外の吸着材

代表的な吸着材としてヤシ殻や木材を賦活化させて炭化を行う活性炭は，廃水処理の分野にお
いて COD 成分や色度を除去するために広く利用されているだけでなく，浄水器といった家庭用
品にも利用されており，多くの研究がなされてきた。Brasquet ら (2002) は有機物存在下における
活性炭への重金属吸着を評価し，pH によっては有機酸と重金属の結合反応による電荷の変化か
ら吸着容量が増加することを示した。石田・原田 (2004) は活性炭による Cr(VI) の吸着と溶離に
関する検討を行い，HCrO4- と CrO42- が吸着化学種であり，吸着された Cr(VI) は Cr(III) へと還元
され，一部が Cr3+ となり，活性炭から溶離していると推測した。Sato ら (2007) は活性炭表面の
C-O 構造の量を酸化によって変化させ，官能基の量の変化による重金属類と芳香族類の吸着量の
変化を検討した。Namasivayam・Sangeetha(2008) は活性炭を用い，水中の硫酸イオンの他，様々
な陰イオンに対する除去効果を検討し , 硫酸イオンの吸着がイオン交換性の化学吸着であること
を明らかにした。横山ら (2008) はヒノキチップに安価な CaCl2 を浸漬し，炭化することで高い硝
酸イオン吸着能を有した活性炭を作成した。また，活性化を行っていない木炭の硝酸イオン吸着
能を評価した研究もある。森ら (2001) は木炭の硝酸イオン吸着能を評価し，木炭を添加した土壌
カラム中の硝酸イオンの移動を検討した。その結果，木炭は硝酸イオン吸着能を有し，硝酸イオ
ンの保持に有効であることを示した。
活性炭以外にも有機物や栄養塩類，重金属類といった汚濁物質の吸着除去に関する研究が行
われている。江ら (2005) は硫酸第一鉄混合・加熱火山灰土壌によるリン吸着を，佐伯 (2006) は
シリカによる 2 価重金属イオン吸着を，Aziz ら (2007) は石灰石による重金属類の吸着・除去を
評価した。Fuhrman ら (2007) は 11 種の吸着材における重金属混合溶液（As，Cd，Cr，Cu，Ni，
Zn）の吸着量を比較し，各吸着材の評価を行った。また，Fuhrman ら (2008) は鉄ベースの吸着剤
（Ferrosorp plus）による重金属類の同時除去を検討した。
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2.1.5

竹炭の吸着能評価に関する留意点

竹炭の吸着能に関する検討を行う場合，吸着質溶液の pH には十分留意必要がある。特に竹炭
は前項でも述べたように pH を上昇させる効果を有しているため，高い pH 領域においては重金
属が析出する可能がある。吸着実験において重金属が析出した場合，平衡濃度分析のための固液
分離により重金属は沈殿するため，初期濃度と平衡濃度の差は単に吸着量だけではなく，吸着量
と析出量の和である。そのため，重金属吸着能を検討する際は析出による効果を無視して吸着量
を過大評価しないことが必要である。一方で，pH の上昇は重金属の析出による除去には有用で
あり，吸着と析出の両方による高い除去効果が期待できる。また，通常竹炭の表面は電気二重層
を形成し，負に帯電しており，陰イオンの吸着には不利な状態にある。pH が低い領域では水素
イオンによって表面の負電荷が減少（ζ電位が増加）し，吸着量は大きくなる (Fig.2-1)。pH を
最適に調整すれば，表面の電荷が正にも負にも帯電していない状態，いわゆる零電荷点となる。
零電荷点となる pH (pHZPC : zero point charge) 付近においては陰イオン吸着量は急激に大きくなる
ことが推察される。

Fig.2-1 竹炭表面の電荷状態概念図

吸着質の濃度も吸着を評価する際に重要な因子である。吸着質溶液に複数の物質が含まれてい
る場合には，吸着質の競合が起こる。ある汚濁物質の吸着選択性が高い場合でも他の汚濁物質の
濃度が高い場合には，吸着は容易ではなくなる。そのため，陰イオン吸着実験において竹炭表面
の負電荷を減らすために HCl 等で pH を下げたとすると，Cl- 等の pH 調整剤に含まれる陰イオン
との競合が起きるため極端に低い pH 領域においては吸着量は小さくなる。
このように吸着能の把握には pH と吸着質の濃度を考慮した評価を行わなければならない。
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2.2
2.2.1

ノンポイント負荷のモデル解析と負荷削減手法
路面排水負荷流出モデル

路面排水における汚濁負荷の流出過程は主に堆積 (build-up) と掃流 (wash-off) に分けられてモ
デル化されている。和田 (1990) はそれまでに用いられたいくつかのノンポイント負荷の流出モデ
ルを紹介したが，ノンポイント負荷の流出は降雨特性や道路の形状によっても大きく流出機構が
異なるため，単純なモデル化が難しいのが現状である。
堆積負荷の流出率は降雨強度や降雨の運動エネルギー，汚濁物質の性質によって変化し，今ま
でのモデルは不十分であることから，Egodawatta ら (2007) は流出負荷量の予測に一般的に用いら
れるし数式を改良し，Capacity factor (CF) という係数を導入した。(2.1) 式で表される流出負荷量
に対する流出率として (2.2) 式が用いられていたが，新たに (2.3) 式を用いたモデル化を行った。

ここで W：流出負荷量，W0：堆積負荷量，k：係数，I：降雨強度，t：降雨継続時間，Fw：流出率，
CF：Capacity factor である。この CF を降雨強度によって変えることで，TSS のより精度のよいモ
デル化が行われた。
Soonthornnonda ら (2008) は一般的な流出負荷モデルを用い，路面排水流出における重金属類，
BOD，TSS，TP，E.coli.，Faecal Coliform の負荷量を算定した。掃流モデルには (2.4) 式を用い，
堆積モデルには (2.5) 式を用いた。

ここで M，M0：堆積負荷量，c：輸送係数，I：降雨強度，a：堆積係数，β：流出係数，A：面積，
td：先行無降雨日数である。各汚濁物質の輸送係数 c の値によって流出のしやすさを比較した。
また，Massoudieh ら (2008) は流出（水理公式），堆積，掃流（溶出，再吸着，流出）をモデル化し，
TSS，P-Cu 及び D-Cu，油分を対象に各パラメータを遺伝的アルゴリズムを用いて実測値との誤
差が最小になるようにキャリブレーションした。和田ら (2008) はベンゾ (a) ピレン（B(a)P）の堆
積及び流出を既存の路面堆積物モデルを流用してモデル化した。
路面排水においては様々なモデルが提案されているが，路面排水負荷流出モデルの構築には，
①先行晴天日数や通過交通量等の堆積因子，②降雨強度や降雨継続時間等の降雨特性，③ファー
ストフラッシュ水の再現が十分に反映されていることが重要である。
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佐野 (2008) は簡易な堆積負荷モデルにより TN，TP，COD の流出濃度を表現することが可能で
あることを示した。和田 (2007) は路面排水中の有機物及び栄養塩類の流出挙動を現地調査と路面
排水負荷流出モデルにより評価した。和田が用いたモデルにおける水量は Fig.2-2 に示す 1 段タ
ンクモデルを用いた。即ち，蒸発散量は無視し，(2.6) 式の水収支式で表した。また負荷の堆積は
(2.7) 式，雨天時における負荷の流出は (2.8) 式を用いてモデルを構築した。

ここで h：タンク内水深，r：降雨強度，q: 表面流出高，q0：表面流出高，S：路面堆積負荷量，
D0：晴天時降下物単位量，k：
f 風等による負荷損失率，k：
s 流出率，dQ/dt：雨天時時間流出高である。

Fig.2-2 和田らが路面排水水量解析に用いたタンクモデル概念図
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2.2.2

灌漑排水負荷流出モデル

灌漑排水の流出モデルにおいて最も重要となるものは水収支であるが，水田の水収支には地下
浸透，蒸発散，表面流出，取水，降水といった複数の現象が関わっており，ある水田でのモデル
化を行ったとしても，他の水田で同様に再現することは難しい。また，灌漑排水の汚濁濃度も施
肥からの溶脱，植物による吸収，地下への流出，土壌固定，脱窒等，様々な現象により決定され，
非常にモデル化は難しい。できるだけ簡易化した灌漑排水流出負荷モデルの構築のために様々な
研究が行われている。
Jeon ら (2005) は韓国の二つの調査地点において，2 年間にわたる水田の現地調査を行い，
PADDIMOD と呼ばれるシミュレーションモデルを用い，流出負荷量を算定した。モデルでは以
下の水・物質収支を用い TN 及び TP の流出負荷量を算定した。水収支の概念を Fig.2-3 に示す。
即ち (2.9) 式で水収支を表した。

ここで Wj：堪水深，Wj-1：単位時間前の堪水深，IR1j：地下水灌漑量，IR2j：上流側水田からの
流出水量，PRj：降雨量，DRj：表面流出水量，INFj：地下浸透量，ETj：蒸発散量である。
また負荷のマスバランスを (2.10) 式で表した。

ここで IIR1：地下水負荷量，IIR2：取水負荷量，IPR：降雨負荷量，IFER：施肥からの溶脱負荷量，
ODR：排水負荷量，OINF：地下浸透負荷量，OHRV: 植物吸収量である。
灌漑排水負荷量のモデル化は数多く行われているが，実際にその負荷量を小さくするための対
策として行われているのは減肥や灌漑排水量を少なくするという農家の努力によるところが大き
い。また水量が多いという問題もあり，現状では排水を処理するということは一切行われておら
ず，多くの灌漑排水は高い汚濁濃度を維持したまま，河川等の公共用水域に流達している。

Fig.2-3 Jeon らが用いた水田水収支概念図
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2.2.3

ノンポイント負荷削減手法

特定汚染源への排水規制等により特定汚染源からの排水に対しては十分な対策が行われるよ
うになったが，ノンポイント負荷源からの排水に対しては，ほとんど何の対策もとられていな
いのが現状である。国内においてはノンポイント負荷削減対策の事例はわずかしかなく，雨水
浸透桝による粒子態成分の除去が行われている程度である。欧米では BMPs（Best Management
Practices）を用いた削減対策が行われる等，日本よりもノンポイント負荷削減への関心が高い。
仲西ら (2007) は雨天時路面排水を対象にポリプレン炉材を用い，SS の除去効果に関して検討
した。路面排水負荷削減システムとして SS の浸透除去に関する研究が最も多い。これは路面排
水において懸濁態の負荷が主な流出負荷であり，懸濁態の除去がもっとも削減効果が大きいため
である。土壌は陽イオン交換能を有しており，路面排水に含まれる重金属類の浸透除去にも有効
である。Barbosa(1999) は調整池に流入する路面排水に含まれる重金属類の分析と 3 種の異なる土
壌の重金属吸着実験を行い，調整池に用いる土壌として適切な土壌を選定した。Muthanna ら (2007)
は樹脂製容器に礫と土壌を詰めた植栽湿地系型装置を作成し，高速道路排水に含まれる重金属類
の除去を検討した。植栽は 4 種の植物を用い，重金属は Cu，Zn，Pb を分析した。その結果，植
物の種類による影響は小さかったが，Cu：60-75%，Zn：90%，Pb：83-89% の除去率を示し，土
壌と根による除去の効果が示された。Erickson ら (2007) はスチールウールや石灰質砂，酸化アル
ミニウム等の吸着剤とろ過砂を組み合わせた雨水流出水からのリン負荷量削減システムを検討し
た。Scholes ら (2008) は雨水の最適管理手法（BMPs）の汚濁負荷除去能に対して理論上の評価を
行い，順位づけを行った。比較の対象とされた BMPs を Table 2-3 に示す。
Table 2-3 雨水の最適管理手法（Best Management Practices）一覧
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活性炭は廃水処理の分野において COD 成分や色度を除去するために広く利用されているだけ
でなく，浄水器といった家庭用品にも利用されており，多くの研究がなされてきた。しかし，多
額の費用をかけて処理を行うことのできない汚濁負荷への対策には活性炭は高価であり，コスト
パフォーマンスの良い技術や水質浄化剤が求められている。
1 章で述べたように，竹林の適切な管理を考える上で，竹材の定期的な伐採が必要である。竹
炭は伐採した竹材の有効利用であるとともに，安価な吸着剤として期待されており，民間レベル
の水質浄化剤として利用される等，近年注目されつつある。
しかしながら，炭化温度，溶液の pH，洗浄条件の視点から体系的に整理された論文は少なく，
竹炭の吸着機構や吸着能には不明な点も多い。そこで本章では，放置竹林の解決策となる竹炭の
利用可能性を検討するために，その水質浄化能として硝酸イオン吸着能とその機構を解明するこ
とを目的とした。

3.1

竹炭の作成

モウソウチク（Phyllostachys heterocycla）は 4 ～ 5 年で成竹となり，タケノコの生産能力も減
少する。そこで実験に用いる竹炭は鹿児島県内で伐採された 5 年生のモウソウチクを原料とし，
10cm × 5cm × 1cm に切断したものを温度管理可能な小型の炭化炉によって窒素雰囲気で炭化さ
せた（Fig.3-1）。炭化条件は昇温速度 5℃ /min，炭化温度 400，600，800℃，保持時間 3 時間であり，
以後それぞれの供試体を K-BC400，K-BC600，K-BC800 と呼ぶ。なお，実験には粉末状（<150μm）
にした竹炭を用いた。
また，竹炭表面に初期的に存在する吸着質を落とすために，BC800 に関してはそれぞれ酸 , 塩基，
DDW で洗浄を行ったものも用意した。洗浄は① DDW のみ，②酸，塩基の順，③塩基，酸の順
の 3 系で行った。用いた酸は約 20mmol/l の HClaq (pH=1.7), 塩基は約 20mmol/l の NaOHaq (pH=12.3)
であり，それぞれ竹炭と固液比 1:100 で 12 時間の振とう接触を行った後，0.1μm のメンブレンフィ
ルターでろ過した。即ち，いずれの系においても計 24 時間の洗浄を行った。なお，洗浄後に残
存した酸や塩基を洗い落とすために，固液比 1:100 で D.D.W.（純水）による短時間の振とう接触
を行い，それを 2 度繰り返した。その後，110℃にした乾燥炉で十分な乾燥を行い，実験に供し
た。以後，洗浄を行った竹炭はそれぞれ K-BC800DDW，K-BC800HCl-NaOH，K-BC800NaOH-HCl と呼ぶ。
K-BC400 及び K-BC600 に関しては K-BC400DDW，K-BC600DDW のみを用意した。
試料として用意したこれらの竹炭の作成・洗浄処理フローを Fig.3-2 に示す。
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Fig.3-1 炭化を行った小型炭化炉

Fig.3-2 竹炭試料処理フロー
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3.2

竹炭の物性

多孔質体の吸着において比表面積は，吸着質との相互作用における表面現象を規定する重要な
指標である。比表面積の測定には Belsorp-mini Ⅱ（日本ベル株式会社）を用いた。試料の前処理
として真空条件で 150℃に加熱して脱気させた後，-196℃で窒素を吸脱着することで吸脱着等温
線を作成し，窒素 BET 法を適用することで比表面積（SBET）を算出した。また，細孔容積は比表
面積と同様に多孔質体の重要な物性のひとつである。全細孔容積（Vp）は各相対圧における窒素
吸着量から算出し，平均細孔直径は Dp=4Vp/SBET から求めた。ミクロ孔に関しては MP 法，メソ
孔に関しては DH 法を適用して細孔分布を評価した。また，ヨウ素吸着性能，pH は JIS K 1474
活性炭試験法に準じて測定され，元素組成はエネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDX-800, 島
津製作所）により測定された。
K-BC400 及び K-BC600，K-BC800 における比表面積及び平均細孔直径，全細孔容積，メソ孔
容積，マクロ孔容積を Table 3-1 に示す。比表面積及び全細孔容積は K-BC600 が最も大きく，次
いで K-BC800，K-BC400 の順に大きかった。比表面積及び全細孔容積は松永ら (1999) が 680℃で
炭化した竹炭の比表面積 164.8m2/g，全細孔容積 0.121cm3/g とほぼ同等の結果である。炭化物は
温度の上昇に伴い，熱分解による側鎖や官能基の切断が生じ，その切断部位が新しく孔となる。
K-BC400 においては未だ細孔の形成段階にあったため，比表面積及び全細孔容積が小さな値と
なったと考えられる。また，K-BC800 に関しては高温での炭化により，細孔内部がアモルファス
な状態から結晶性の構造へと変化し，細孔が収縮したことで比表面積及び全細孔容積が K-BC600
と比べ小さな値となったと推測される。
活性炭等の多孔性炭化物の細孔はフラクタルな構造であり，植物の根のように枝分かれをしな
がら，マクロ孔（> 50nm），メソ孔（2~50nm），ミクロ孔（< 2nm）が分布している。吸着の多く
はミクロ孔が重要な役割を果たすとされており，マクロ孔，メソ孔は吸着質の連絡通路としての
役割を果たしている。Fig.3-3 に走査型電子顕微鏡（島津製作所 SS-550）によって観察した竹炭
表面の形状を示す。いずれの竹炭においても 150μm 以下の粉末状になっており，1-10μm のマク
ロ孔も観察された。比表面積と同様にミクロ孔容積に関しても K-BC600 が最も大きく，次いで
K-BC800，K-BC400 の順に大きかった。
Table 3-2 に K-BC400 及び K-BC600，K-BC800 の元素組成及びヨウ素吸着量，pH を示す。ヨ
ウ素吸着量は BC600 で最も大きく，比表面積と同様の傾向を示した。これはヨウ素吸着が物理
吸着であり，比表面積やミクロ孔容積と非常に密接な関係にあることによるものと考えられる。
またいずれの竹炭にも多くのカリウムが含まれており，pH も約 pH10 まで上昇した。山根ら (2001)
は木炭や竹炭のような炭化物には，重金属類も含めた微量元素が存在していることを示しており，
藤原・嶋・千葉 (2003) は竹類には樹木類に比べカリウム及びマグネシウムが多く含まれ，その炭
化物も同様であることを明らかにしている。カリウムも竹炭に比較的多く含まれる微量元素の一
つであり，カリウムの金属酸化物の溶出等により水酸化物イオンが増加し，pH が増加するもの
と推測できる。また，金属酸化物以外の原因として，竹炭表面の塩基性官能基の存在によってグ
ラファイト面上のπ電子密度が上昇し，プロトンを収容したことで pH が上昇したことも挙げら
れる（-NH2+H2O → -NH3++OH-）。
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Table 3-1 本研究で用いた竹炭の比表面積及び細孔特性

Fig. 3-3 走査型電子顕微鏡により撮影された竹炭の表面形状 (K-BC)

Table 3-2 本研究で用いた竹炭の元素組成，ヨウ素吸着量，pH
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3.3

硝酸イオン吸着実験

硝酸イオンは硝酸性窒素として富栄養化の原因である以外にも，高濃度であれば人体にとっ
て有害な物質となるため，1978 年には水道水の水質基準として 10mg/l 以下の濃度が設けられ，
1999 年には同じ値が河川や地下水等の公共用水域にも環境基準として設けられた。竹炭が陰イ
オン吸着能として硝酸イオンの吸着能を有していれば，ノンポイント負荷のみならず，飲み水等
の浄化にも有益である。2 章でも述べたように高温で焼かれた竹炭は陰イオン吸着能を有してい
るとの報告もある。そこで竹炭の陰イオン吸着機構の解明のために，陰イオンである硝酸イオン
の吸着実験を行った。

3.3.1

吸着等温線

本論文では，吸着式として Langmuir 式，Freundlich 式，Radke-Prausnitz 式の三つを用い，考察した。
(a) Langmuir 式
Langmuir は均一表面である吸着材に吸着質が単分子層吸着をする理論式を用いている。しかし，
Langmuir の吸着理論に厳密に従う吸着剤は少なく，明確な吸着サイトが存在せず，各々の吸着サ
イトが等しい吸着エネルギーを有しない不均一表面である場合には注意が必要である。吸着式は
(3.1) 式で表され，最小二乗法を用い実験値との近似を行った。

ここで，WS：飽和吸着量 (mg/g)，aL：平衡吸着定数である。
(b)

Freundlich 式

Freundlich は不均一表面における多重サイトへの吸着を表す実験式を提案した。活性炭への水
中の有機化合物の吸着は Langmuir 式よりも Freundlich 式のほうがよく適合するといわれている。
また，Freundlich 式は広範囲の濃度領域よりも比較的狭い濃度領域でよく適合するという特徴を
有している。吸着式は (3.2) 式で表され，Langmuir 式と同様に最小二乗法を用いて実験値との近
似を行った。

ここで，KF，n：吸着定数である。
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(c) Radke-Prausnitz 式
Redlich・Peterson は Langmuir 式と Freundlich 式の特徴を一つの式にまとめ，気相吸着における
吸着式を提案した。この式を Radke・Prausnitz が液相における吸着に適用し，(3.3) 式を示した。

ここで，aR，bR，m：吸着定数である。Radke-Prausnitz 式は bR が 1 のとき Langmuir 式と同じに
なり，bR が 0 もしくは希薄溶液において Henry 式に近似される。また，高濃度溶液においては
Freundlich 式に近似される。この式は吸着定数を三つ含み，吸着データへの適合性が高いが，計
算が複雑になること，定数の物理的な意味が薄れることが指摘されている。実験値との近似には
Levenberg-Marquardt アルゴリズムに基づき，反復法を使用し，χ二乗値が変化しなくなるまで計
算した。

3.3.2

各炭化温度における硝酸イオン吸着能

硝酸イオン吸着実験はバッチ方式で行い，20℃条件下で 0.4g の竹炭を濃度の異なる 20ml の
NaNO3aq に 24 時間以上，振とう接触させ吸着平衡とした。その後，0.1μm のメンブレンフィルター
で固液分離を行い，(3.4) 式により NO3--N の初期濃度及び平衡濃度から吸着量を算定した。

ここで，qe：平衡吸着量 (mg/g)，V：溶液容量 (l)，C0：初期濃度 (mg/l)，Ce：平衡濃度 (mg/l)，
M：竹炭質量 (g) である。
溶液の pH はイオン吸着において重要な因子であり，零電荷点となる pH(pHZPC) において吸着
体表面は正にも負にも帯電していない状態となる。Hingston ら (1972) は pHZPC よりも高い pH 領
域では吸着体表面は負に帯電し，pHZPC よりも低い pH 領域では正に帯電することを明らかにし
ている。そこで本研究における吸着実験は初期 pH2 に調整した系と初期 pH の調整を行っていな
い系とで行った。なお，NaNO3aq の pH は HCl を用いて調整した。
炭化温度による硝酸イオン吸着能の違いを検討するために，K-BC400 及び K-BC600，K-BC800
を対象に，各吸着式への近似によって吸着等温線を作成した。Fig.3-4 に吸着等温線，Table 3-3
に吸着式への近似に用いた吸着定数を示す。
吸着等温線の実測値への適合度を比較すると，最も係数が多い Radke-Prausnitz 型吸着等温線
は BC600 及び BC800 においては最も近似できているものの，pH 調整を行っていない系におけ
る BC400 では平衡濃度 120mg/l 付近において吸着量が発散した。これは実現象とは乖離してお
り，正確に吸着特性をとらえていない。このような吸着量が極端に小さい場合には吸着式への
近似は難しい。BC800 においてはいずれの系でも比較的 Langmuir 型吸着等温線に近い形をと
り，BC400 及び BC600 においては Freundlich 型吸着等温線に近い形をとった。初期 pH2 の系に
おける BC800 の Langmuir 式への近似は決定係数が低いものの実現象をよりよくとらえている。
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BC800 において Langmuir の吸着理論が成立する状態であれば，硝酸イオンに特定の吸着サイト
が存在する可能性もある。

Fig. 3-4 K-BC400，K-BC600，K-BC800 における硝酸イオン吸着等温線
（左：初期 pH 調整なし，右：HCl で初期 pH2 に調整）
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Table 3-3 K-BC400，K-BC600，K-BC800 における硝酸イオン吸着係数及び pH の変動
（左：初期 pH 調整なし，右：HCl で初期 pH2 に調整）

吸着等温線は上に凸になる場合，吸着剤表面と吸着質間に吸着を促進させる引力が働いている
状態であり，下に凸になる場合，吸着剤と吸着質間の引力が非常に弱い状態であることが推測さ
れうる。初期 pH 調整を行っていない系での Langmuir 型吸着等温線における BC400 及び BC600，
Radke-Prausnitz 型吸着等温線における BC400 において下に凸の吸着等温線になっており，弱い吸
着状態にあることがわかる。一方，BC800 においては三つの吸着等温線のいずれでも上に凸であ
り，強い吸着状態にあることがわかる。硝酸イオン吸着量は BC800>BC600>BC400 の順で高い値
を示し，溶液の初期 pH を下げることで吸着量は増加した。これは塩基性官能基による影響で形
成された電気二重層により負に帯電した竹炭表面の負電荷を pH2 にすることで中和させたことで
硝酸イオンが容易に吸着できる状態（ζ電位が高い状態）となったためであると考えられる。ま
た，初期 pH 調整を行わなかった場合，平衡 pH は竹炭の種類により大きく異なった。これは酸
性官能基や細孔内部に残留した竹酢液等の影響（BC400）や竹炭表面に存在するカリウム等の金
属塩の溶出（BC800）による影響が一つの原因として挙げられる。一般に木炭や活性炭等の表面
官能基は，炭化温度が低い場合，カルボキシル基やフェノール性ヒドロキシル基といった酸性官
能基が多く存在するが，炭化温度が高くなるにつれて酸性官能基が減少し，塩基性官能基が増加
するといわれている。竹炭においても高温で炭化するほど竹炭表面に塩基性官能基が多く形成さ
れ，pH の上昇を招いたと考えられる。このことは高温での炭化による塩基性官能基の形成を裏
付けるものである。
また，比表面積は BC600>BC800>BC400 の順に大きかったにもかかわらず，硝酸イオンの吸着
量は BC800>BC600>BC400 の順に大きくなった。このことから，竹炭への硝酸イオンの吸着は比
表面積の大きさやミクロポア容量に比例する物理吸着よりも塩基性官能基の存在によるイオン交
換性の化学吸着である可能性が高い。
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3.3.3

吸着能の pH 依存性

硝酸イオン吸着量の pH 依存性に関して検討するために，BC400DDW 及び BC600DDW，BC800DDW
を用い，pH の異なる約 50mg-N/l の NaNO3aq を 3.3.2 と同様に接触させ，各初期 pH における除
去率を算出した。pHZPC では竹炭表面の帯電が零になることで，吸着が容易になり除去率の増加，
即ち硝酸イオン吸着量の増加が推測される。
Fig.3-5 に各 pH における硝酸イオンの除去率を示す。3.3.2 でも同様の現象がみられたように，
いずれの竹炭においても pH2 前後で吸着量が急激に増加する。理由の一つとして高い pH 領域で
は硝酸イオンと OH- との競合が起き，硝酸イオンの吸着が難しくなるためであると考えられる。
さらに，活性炭等の多孔質体表面は負に帯電しており，水素イオン濃度が高くなると負荷電が中
和され，細孔内部への侵入・拡散の妨害が減少することが挙げられる。竹炭においても同様の電
荷を帯びた表面状態なっているものと考えられ，いずれの竹炭でも pHZPC は pH2 前後であると推
測される。また，3.3.2 の結果と同様に平衡 pH は竹炭の炭化温度により大きく変動した。純水で
の洗浄を行っても pH が上昇するため，カリウム等の金属酸化物以外だけでなく，塩基性官能基
によって pH が上昇している可能性が高い。

Fig. 3-5 K-BC400，K-BC600，K-BC800 における各 pH における約 50mg-N/l 溶液の硝酸性窒素除去率
（上：初期 pH と除去率，下：平衡 pH と除去率）
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3.3.4

洗浄方法による吸着能の変化

BC800DDW 及び BC800HCl-NaOH，BC800NaOH-HCl を用い，3.3.2 と同様の手法で吸着実験を行った。なお，
NaNO3aq の pH は調整を行っていない。横山ら (2008) は CaCl2aq にヒノキを浸漬させ炭化させた
木炭を HCl により酸洗浄し，硝酸イオン吸着実験を行い，優れた硝酸イオン吸着能を発現させて
おり，同様に硝酸イオン吸着量の増加が推測される。
洗浄方法による違いを検討するために，BC800 及び BC800DDW，BC800HCl-NaOH，BC800NaOH-HCl
を対象に各吸着式への近似によって吸着等温線を作成した。Fig.3-6 に吸着等温線，Table 3-4 に
吸着式への近似に用いた吸着定数を示す。
吸着等温線への適合度を比較すると，Radke-Prausnitz 型が最もよく表現されているものの
Freundlich 型と大きな違いは見られない。竹炭のような炭化物は物理化学的に不均一表面を有し，
Lamgmuir 型にはなりにくい。そのため，本実験における濃度領域は比較的広いものであるが，
Freundlich 型に近い形をとったと推察される。
各竹炭の吸着量を比較すると，BC800NaOH-HCl が最も吸着量が多く，次に BC800HCl-NaOH が吸着量
が多い。また，BC800DDW と BC800 を比べるとあまり吸着量は増加していない。BC800NaOH-HCl の
方が BC800HCl-NaOH よりも吸着量が多い理由として，吸着実験を行う前の陰イオン交換基となる塩
基性官能基に吸着しているイオンの違いが考えられる (Fig.3-7)。一般に塩基性官能基は OH- に
対して高い吸着選択性を示すと言われており，HCl，NaOH の順の洗浄では最終的に陰イオン交
換基はほぼ全てが OH- に置換されていると推測される。一方，NaOH，HCl の順の洗浄では一度
OH- に置換された基が一部 HCl により Cl- に交換されたと推測される。そのため OH- が一部 Clに交換されていることで BC800NaOH-HCl の方が硝酸イオンの吸着に有利に働いたことが挙げられ
る。また，BC800NaOH-HCl と BC800HCl-NaOH の平衡 pH には大きな差がなく，二つの竹炭表面のζ電
位も同じ状態であると推定される。
このことから，竹炭における硝酸イオンの吸着は塩基性官能基による化学的な交換吸着である
可能性が非常に高い。また，3.3.2 の結果より BC800>BC600>BC400 の順で吸着量が大きいこと
から，ミクロ孔といった細孔による吸着よりもむしろ塩基性官能基による吸着が卓越していると
考えられ，硝酸イオンの吸着材として竹炭の利用を考える場合は比表面積よりも官能基の形成に
重きを置く必要がある。また，酸やアルカリを使ったものと比べ DDW での洗浄ではあまり吸着
量が増加していないことから，硝酸イオンは OH- 等のような比較的吸着選択性の高い強い吸着が
起こっていると考えられる。
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Fig. 3-6 K-BC800，BC800DDW，BC800HCl-NaOH，BC800NaOH-HCl における硝酸イオン吸着等温線
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Table 3-4 K-BC800，BC800DDW，BC800HCl-NaOH，BC800NaOH-HCl における
硝酸イオン吸着係数及び pH の変動

Fig.3-7 各洗浄方法による竹炭表面の官能基に吸着している吸着質の状態（概念図）
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3.3.5

吸着機構

硝酸イオンの吸着は 3.3.4 の結果から塩基性官能基によるイオン交換性の化学吸着である可能
性が高いことが明らかとなったが，そのような吸着サイトが存在していれば他の陰イオンの吸着
除去も可能であると考えられる。重金属類の一つである Cr (VI) も pH2 の溶液中においてクロム
酸水素イオン（HCrO4-）という陰イオンの形態で主に存在している。石田・原田 (2004) は活性炭
による Cr(VI) の吸着について検討しているが，竹炭による Cr(VI) の吸着に関する論文は少ない。
そこで，硝酸イオン以外の陰イオンであるクロム酸水素イオンを用いた吸着実験を試み，陰イオ
ン交換性の吸着サイトの存在を確かめた。
BC400 及び BC600，BC800 を用い，バッチ方式で竹炭 0.2g を HCl もしくは HNO3 により pH2
に調整した HCrO4- 溶液 20ml に 20℃で 24 時間，振とう接触させ吸着量を算出した。Cr (VI) 濃度
の定量には誘導結合プラズマ質量分析装置（Agilent 7500c）を用いた。
Table 3-5 に近似に用いた吸着定数，Fig.3-8 に Freundlich 式による HCrO4- 吸着等温線を示す。
HNO3 で pH 調整を行った場合，BC600 が最も高い吸着能を示し，BC600>BC800>BC400 の順で
吸着量が多い。一方，HCl で pH 調整を行った場合は，HNO3 の場合より吸着量が増加しており，
吸着量の多さの順は変わっていない。比表面積の大小関係と同じ BC600>BC800>BC400 の順で吸
着量が大きいことから，HCrO4- 吸着には物理吸着が大きく関与していることが推察される。しか
しながら，溶液の pH 調整方法を HCl から HNO3 に変えた場合，吸着量が増加していることから，
イオン交換性の吸着も同時に起こっていると考えられる。
竹炭による陰イオン吸着を考える場合，クロム酸水素イオンのように物理吸着が主な吸着機構
となる場合もあり，イオン交換性の化学吸着が卓越した吸着機構とは限らない。しかしながら，
硝酸イオン及びクロム酸水素イオン吸着実験から竹炭には多くのイオン交換性の吸着サイトとな
る塩基性官能基が存在していることが本論文によって明らかにされ，竹炭の吸着機構の解明とそ
の利用可能性を広げ得た。
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Table 3-5 K-BC400，K-BC600，K-BC800 におけるクロム酸水素イオン吸着係数及び pH の変動

Fig. 3-8 K-BC400，K-BC600，K-BC800 におけるクロム酸水素イオン吸着等温線
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3.3.6

吸着容量の増加を目的とした竹炭の作成と吸着能

本節でこれまで述べたように，高い炭化温度で作成された竹炭は陰イオン吸着能を有し，その
吸着基はイオン交換性の塩基性官能基である可能性が高い。そのため，より効果の高い陰イオン
吸着能に特化した竹炭を作成するには，比表面積の増加とより多くの塩基性官能基の生成が必要
である。Ip ら (2008) はリン酸により活性化させた竹炭を用い，酸性染料に対する吸着を検討し
ており，昇温速度が 5℃ /min よりも 1℃ /min，炭化温度が 600℃よりも 900℃である方が比表面
積の増大，ミクロ孔容積の増加につながり，吸着に適した性状を有することを明らかにした。ま
た，高温かつ低昇温での炭化により，より塩基性官能基が生成され，陰イオンである染料の吸着
に有利になることを示した。
そこでより高い吸着能を有した竹炭を作成するために，窒素雰囲気下で炭化温度 600℃及び
800℃，昇温速度 5℃ /min，保持時間 3 時間は K-BC と同条件とし，5℃ /min で 500℃まで昇温した後，
1 時間の保持時間を設け，熱との接触時間を長くした (Fig.3-9)。500℃で 1 時間保持した後は再び
5℃ /min で 600℃もしくは 800℃まで昇温させた。なお，原料として用いた竹材は九州大学伊都キャ
ンパス内で伐採された 5 年生程度のモウソウチクで，伐採後，天日乾燥させ，1cm 角のチップ状
にしたものである。作成した竹炭を以後 I-BC600 及び I-BC800 と呼ぶ。
Fig.3-10 に I-BC600 及び I-BC800 の窒素吸着等温線を示す。なお，窒素吸着等温線の作成には
比表面積測定装置（BELSORP18plus，日本ベル株式会社）を用いた。I-BC600 及び I-BC800 が示
す窒素吸着等温線は IUPAC の吸着等温線の分類によるとⅠ型であり，主にミクロ孔から構成さ
れていることが分かる。中相対圧部から高相対圧部にかけて窒素吸着量の増加や明確なヒステリ
シスもないため，メソ孔はあまり多くないと考えられる。また，通常活性炭では相対圧 0.4 以下
で吸着側と脱着側の吸着等温線が一致するが，I-BC では一致していない。これは，細孔径が非
常に小さいためであると推測される。
Table 3-6 に BET 比表面積と細孔分布の解析結果を示す。比較として K-BC400，K-BC600，
K-BC800 の比表面積と細孔分布も併記した。同じ炭化温度で比較すると，比表面積は K-BC より
も 2 倍程度大きく，ミクロ孔も K-BC より大きい。炭化温度，昇温速度の条件は同じであるため，
500℃での 1 時間保持したことが有効に働いたと考えられる。炭化時における煙の発生状況は，
炉内温度が 400℃付近に達した頃から煙（揮発）が発生し始め，500℃保持の初めの 30 分間が煙
の発生のピークを迎え，その後は炭化温度が上昇してもあまり煙は発生しなかった。このことを
踏まえると，竹炭は 400~500℃程度以上で炭化が進み，500℃で 1 時間保持したことにより，熱
との接触時間が増加し比表面積の増加につながったと考えられる。また，I-BC は K-BC よりもや
や小さく分割して炭化を行ったため，熱との接触面積も増え，効率よく炭化されたことも原因の
一つとなっていると思われる。炭化温度での傾向をみると，K-BC は KBC400<KBC800<KBC600
の順で比表面積が大きかったが，I-BC は IBC800 の方が IBC600 よりもわずかに比表面積が大きい。
このことから，比表面積の大きさは炭化温度だけではなく，その他の炭化条件も大きく関係する
と考えられる。
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Fig.3-9 K-BC800 及び I-BC800 の炭化時における昇温プログラム

Fig.3-10 I-BC600 及び I-BC800 における窒素吸着等温線
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Table 3-6 本論文において作成した竹炭の比表面積及び細孔特性

比表面積が最も大きく，ミクロ孔容積が最も大きいことから，I-BC800 は高い吸着能を有する
ことが考えられる。また，洗浄条件は塩基，酸の順で洗浄を行うことが吸着量の増加が期待され
る。そこで I-BC800 を NaOH，HCl の順で洗浄した竹炭を試料とし，硝酸イオン吸着実験を行っ
た。試料は以後 I-BC800NaOH-HCl と呼ぶ。洗浄条件は 3.3.4 と同様であり，吸着実験は 20℃条件
下で竹炭 0.4g に 40ml の NaNO3aq を 24 時間の振とう接触を行った。Fig.3-11 に I-BC800NaOH-HCl，
K-BCNaOH-HCl の吸着等温線を示す。吸着式への近似には Freundlich 式を用い，K-BC800NaOH-HCl と比
較した。I-BC800NaOH-HCl における硝酸イオン吸着量は K-BC800NaOH-HCl における硝酸イオン吸着量
よりも大きい値を示し，平衡濃度 30mg-N/l における K-BC800NaOH-HCl の吸着量は 1.68mg/g に対し，
I-BC800NaOH-HCl の吸着量は 5.67mg/g となった。Freundlich 吸着係数は K-BC800NaOH-HCl は KF = 0.62，
1/n = 0.29 であったのに対し，I-BC800NaOH-HCl は KF = 1.50，1/n = 0.39 である。I-BC800NaOH-HCl の比
表面積は K-BC800NaOH-HCl の約 2.5 倍であり，吸着の容量を表す係数である KF は約 2.4 倍となった。
このことから比表面積の増加が硝酸イオン吸着能の増加につながったと考えられる。
炭化物は薬品や水蒸気による賦活化で比表面積を増加することもできるが，賦活化には大きな
エネルギーや薬品使用のコストが生じるため，非常に安価に作成できるという竹炭のメリットが
失われてしまう。賦活化を行わず，高い陰イオン吸着能を有した竹炭の作成には，高温での炭化
による塩基性官能基の生成と緩やかな昇温での炭化による比表面積の増加が有効である。

Fig.3-11 I-BC800NaOH-HCl 及び K-BC800NaOH-HCl における硝酸イオン吸着等温線
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3.4

結論

本章における結論を以下に示す。

1) 異なる炭化温度で作成した竹炭を用いた吸着実験により，竹炭は炭化温度が 800℃と高温にな
るにつれ，硝酸イオン吸着量が増加することが明らかとなった。

2) 硝酸イオン溶液の pH を変化させたところ，pH を下げることで吸着量が増加し，竹炭の表面
は負に帯電している状態にあり，零電荷点は pH2 前後であることが明らかとなった。

3) 酸及びアルカリで竹炭を洗浄した場合，洗浄を行わない場合と比較して，硝酸イオン吸着量が
大きく増加することが分かった。

4) 洗浄条件に HCl と NaOH を用いることで，竹炭表面に存在するイオン交換性の吸着サイトを
OH- もしくは Cl- に置換し，比表面積との関係から竹炭の硝酸イオン吸着はイオン交換性の化
学吸着である可能性が高いことを明らかにした。また，クロム酸水素イオンの吸着実験を行う
ことで物理吸着の寄与を示すと同時に，イオン交換性の吸着サイトの存在を裏付けた。

5) 熱との接触時間及び接触面積を増加させた炭化条件において作成された竹炭は比表面積が約
2.5 倍となり，吸着能も約 2.4 倍となったことから，比表面積の増大が吸着能の増加に寄与し
たと考えられた。

本章で得られた竹炭の硝酸イオン吸着量は賦活化を行っていない木質炭化物としては比較的高
い値であり，竹林の適正管理の上で供給過多となり得る竹材の利用の一助となると考えられる。
特に，竹炭における硝酸イオン吸着機構が塩基性官能基によるイオン交換性の化学吸着である可
能性が高いことが明らかになったことで，硝酸イオンの吸着を目的とした竹炭を作成する際には
比表面積を大きくすることよりも，塩基性官能基をいかに多く形成させるかが重要となるであろ
う。
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第4章

糸島地域における竹林の現状と水環境

糸島地域を事例とした竹の地域内循環システムの提案を行うために，本章では糸島地域におけ
る竹林の現状及び竹の利用可能性を把握するとともに，糸島地域の水環境の現状を示した。

4.1

糸島地域の概要

今回対象とした糸島地域は福岡県の西部に位置し，一般に福岡市西区，前原市，糸島郡二丈町，
同志摩町の 4 市区町村を合わせた呼称である。糸島地域には今津湾に注ぐ瑞梅寺川と加布里湾に
注ぐ雷山川の二つ大きな河川が流れている（Fig.4-1）。また，
4 市区町をあせた人口は約 30 万人で，
九州大学の糸島地域への移転に伴う人口増加が予想されている。大学周辺における交通量の増加
も予想されており，周辺の道路拡張工事も行われている。一方で，糸島地域の土地利用の大部分
は水田であり，海と山に囲まれた自然の豊かな里山形成地でもある。本章では糸島半島内のみに
解析対象を絞り，島等の半島から離れているものは解析から除外した。

Fig.4-1 糸島地域の位置及び河川流路
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4.2
4.2.1

竹林の状況
糸島地域における竹林の分布

本研究における竹林の分布は，航空写真に基づく第 6 回自然環境保全基礎調査の植生図から読
み取り作成した。また，標高データ及び道路中心線は国土地理院刊行の数値地図を用い作成した。
土地利用図は国土数値情報土地利用細分メッシュデータ (100m メッシュ ) を用いた。なお，デー
タの作成・解析には GIS（ESRI 社，ArcInfo）を用いた。
Fig.4-2 に糸島地域における竹林の分布と DEM による標高を，Fig.4-3 に竹林の分布と地面傾
斜角度を示す。標高 300m 以上にはほとんど竹林は分布しておらず，主に標高 50m 以上かつ傾斜
角が 5-15 度である徐々に標高が高くなっていく場所に多く分布している。また，傾斜角が 15 度
以上の比較的急こう配の地形に分布している竹林は全体の 3 割以上を占める。このことから，竹
は平地よりも比較的標高が高い斜面を好み生長すると考えられる。この特徴は高齢化している林
業従事者にとって大きな負担となり，放置竹林の増加の一端を担っていると考えられる。また，
Fig.4-4 に糸島地域における竹林の分布と土地利用を示す。糸島地域において竹林は主に森林と平
地の境界，即ち里山形成地に分布している。近年里山の崩壊が指摘されており，竹林が農地や市
街地に侵食する可能性が高まっていると推測される。

4.2.2

糸島地域における竹林面積

竹林面積の統計データは数少ないが，1990 年及び 2000 年に行われた世界農林業センサスの統
計データに森林面積及び竹林面積が存在する。Table 4-1 に各市区町における森林面積及び竹林
面積を示す。1990 年及び 2000 年に行われた世界農林業センサス の結果では，この 10 年間で竹
林の面積はあまり変化が見受けられない。また，統計値と比べ GIS により算定した竹林の面積が
大きく見積もられている。この理由として統計で示されている竹林面積は竹材の生産を主目的と
するもののみの値であり，タケノコ生産を主目的とした竹林や放置竹林が含まれていない点が挙
げられる。放置竹林は，このような統計上ではしばしば面積から除外されたり，荒地として分類
されたりすることがあることに留意しておかなければならない。即ち，本論文において GIS で算
定した竹林面積と統計における面積との差の大きさが潜在的な放置竹林の多さを表しており，糸
島地域における放置竹林は非常に大きな面積を有している可能性が高い。
一方で，それらの問題を解決する動きも出てきている。具体的な事例として， 糸島地域内に
現在も造成を続けている九州大学伊都キャンパス内においても，竹林が自生しており，竹林の拡
大や放置化を防ぐために定期的な伐採が行われている。また，NPO 法人タウン・コンパスや福
岡グリーンヘルパーの会 では竹伐採の市民活動を主催しており，住民とともに竹林を適切に管
理していく活動を行っている。
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Fig.4-2 糸島地域における竹林の分布と標高

Fig.4-3 糸島地域における竹林の分布と地面傾斜角度
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Fig.4-4 糸島地域における竹林の分布と土地利用

Table 4-1 糸島地域における行政界別竹林面積
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4.2.3

竹林の最大利用可能量

竹林へのアクセスのしやすさは竹林の伐採を行ううえで重要な問題となる。アクセスのしやす
さの指標の一つとして道路からの距離がある。道路に近い竹林は伐採時における運搬の労力が少
なく，管理を行いやすい。一方，現在の竹林所有者が主に高齢者であることを考慮すれば，道
路から遠い竹林は伐採後の運搬に多大な労力を要し，定期的な管理を行うことは難しい。Fig.4-5
に糸島地域における道路からの距離ごとの竹林の分布を示す。糸島地域における竹林の面積は
1,373ha であるが，そのうち道路から 100m 以内にある竹林は 1,058ha であり，全体の 77% を占める。
おおよそ道路から 100m 以内にある竹林は伐採時の労力を最小限に抑えられる。また，伐採のし
やすさの指標としては竹林が自生している場所の傾斜角度がある。斜面が急であるほど伐採がし
にくく，伐採にかかる金銭的コストも増加する。
これらの結果から，糸島地域における利用可能な竹林を「道路から 100m 以内であり，傾斜が
15 度以内の竹林」と定義し，糸島地域における「竹林の利用可能面積」を算定した。GIS を用い
算出した利用可能な竹林の面積を Table 4-2 に示す。糸島地域における全竹林の 57% が利用可能
であると算出された。残りの竹林は管理するのに労力やコストを要するため，現時点での利用は
難しいが，放置したままでよいというわけではなく，林道の整備による竹林へのアクセスの向上
や中長期間隔での伐採等の最低限の管理が望まれる。
また，糸島地域における竹の地上部現存量を推定した。竹林の立木密度いくつかの研究結果が
ある。山本ら (2004) はモウソウチク林の立木密度が 4,000-16,000 本 /ha であることを示した。横
尾ら (2005) が調査したモウソウチク林の立木密度は 13,200 本 /ha（竹純林）と 5,100 本 /ha（ヒ
ノキ林侵入竹林）であった。酒井ら (2007) が調査したモウソウチク林の立木密度は 12,800 本 /ha
であり，マダケ林は 24,800 本 /ha であった。愛媛県が行った調査における対象竹林の立木密
度は 8,150 本 /ha であった。タケノコ生産を目的とした場合のモウソウチク林の立木密度は
1,500-3,000 本 /ha が望ましいとされているが，上述したように自生のモウソウチク林の調査結果
では，4,000-13,000 本 /ha と多く，ばらつきも大きい。本論文においては立木密度 8,000 本 /ha を
用いることとした。また，竹 1 本当たりの重量は年生や大きさにもより異なるが，本論文では
15kg（風乾重量換算）/ 本と仮定した。なお，糸島地域における竹林は全てモウソウチク林と仮
定した。
これにより，糸島地域全体の竹の地上部現存量（風乾重量換算）は 165,000t と推定された。ま
た，「道路から 100m 以内であり，傾斜が 15 度以内の竹林」から 5 年生以上のモウソウチクを伐
採する場合，糸島地域における「竹材の年間最大利用可能量」は 19,000t/year と算出され，竹炭
の収率をおよそ 25% とすると，竹炭の年間最大生産可能量は 4,700kg/year と推定された。
Table 4-3 に愛媛県が行った実証試験から得られた伐採コストの調査結果を示す。本論文では
抜刈りによる経費である 25,600 円 /t を用い，伐採時にかかるコストを概算した。その結果，糸
島地域における竹材の年間最大利用可能量である 19,000t を伐採するのにかかるコストは約 4 億
8000 万円と見積もられた。なお，炭化時にかかるコストは炭化の手法により異なり，一般的な
炭化コストを算出することが難しいため，算出を見送った。
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Fig.4-5 糸島地域における道路網と道路からの距離別竹林の分布

Table 4-2 糸島地域における竹林の利用可能面積

Table 4-3 竹林伐採時における生産性及び経費調査結果
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4.3
4.3.1

水環境
河川環境

糸島地域には桜井川，雷山川，一貴山川，加茂川，福吉川，十郎川，七寺川，江の口川，瑞梅
寺川の 9 水系の 2 級河川が流れる。これらの 9 水系の福岡県による BOD 水質調査結果を Table
4-4 に示す。雷山川及び瑞梅寺川において A 類型の環境基準値である 2mg/l を超える値がしばし
ば観測されている。また平成 17 年度頃から，桜井川は水質が悪化している傾向にあり，平成 18
年度における BOD 測定値は 2.1mg/l と環境基準値を上回った。雷山川及び瑞梅寺川は糸島地域内
の河川の中で最も大きい流域を有する河川である。また，雷山川流域及び瑞梅寺川流域は前原市
街地を含み，今後最も都市化が予想されている流域でもある。特に瑞梅寺川流域は福岡市に隣接
しており，急激な都市化が予想され，瑞梅寺川の河川水質の悪化には十分注意が必要である。
そこで本研究では，平成 16 年度より定期的な瑞梅寺川河川水質の調査を行っている。水質測
定 項 目 は BOD，COD，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P で あ り， 水 質
調査地点を Fig.4-6 に示す。調査は瑞梅寺川本川 6 地点，支川の川原川 1 地点の計 7 地点で行わ
れた。Fig.4-7 及び Fig.4-8 に瑞梅寺川の現地調査における水質測定結果を示す。いずれの水質項
目においても下流に行くほど汚濁物質濃度は高い傾向にあった。経年による水質の有意な変化は
見受けられなかった。地点間の水質を比較すると，他の調査地点と比較して Z5 が高い汚濁物質
濃度を示した。Z4 と Z5 間の流域の主な土地利用は都市であり，汚染源は家庭排水（浄化槽排水）
と路面排水であると考えられる。また，瑞梅寺川の河川水質は有機物と比べ，窒素やリンが高い
傾向にあった。これは瑞梅寺川流域の主な土地利用形態が水田であり，河川水質が灌漑期におけ
る肥料の成分を含んだ田面水の排水による影響を受けているためと考えられる。また，NH4+-N
濃度が通年にわたって比較的高いことから，畜産排水の影響を少なからず受けていることが推察
される。

Table 4-4 糸島地域における河川水質の推移（BOD75% 値：mg/l）
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Fig.4-6 瑞梅寺川河川水質調査地点

Fig.4-7 瑞梅寺川における河川水質調査結果 (BOD, COD, TOC, DOC)
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Fig.4-8 瑞梅寺川における河川水質調査結果 (TN, NH4+-N, NO2--N, NO3--N, TP, PO43--P)
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4.3.2

沿岸・海域環境

糸島地域には今津湾及び加布里湾に干潟があり，クロツラヘラサギやツクシガモをはじめとす
るシギ，チドリ類，ガン，カモ類の渡り鳥が多く飛来している。また，全国でも数少ないカブト
ガニの生息地でもある。河川からの汚濁負荷が最終的に行きつく先は海域であり，都市化に伴う
海域の水質悪化も懸念されている。
瑞梅寺川等の流入先である博多湾の水質は COD が A 類型（環境基準値 2mg/l）もしくは B 類
型（環境基準値 3mg/l）に指定されているが，平成 19 年度の福岡県の水質調査では達成率が 50%
と十分な水質を維持しているとは言い難い。しかし，地点ごとに比較すると，博多湾西部におけ
る水質基準の達成状況は比較的良好であり，現時点で糸島地域の河川からの負荷が博多湾水質に
深刻な影響は与えていない。また，全窒素はⅡ類型（環境基準値 0.3mg/l）もしくはⅢ類型（0.6mg/l）
に指定され，全リンもⅡ類型（環境基準値 0.03mg/l）もしくはⅢ類型（0.05mg/l）に指定されている。
全窒素も博多湾中部及び東部の水質は改善の必要性があるものの，博多湾西部においては良好な
水質を維持している。全リンに関しては博多湾において環境基準を超える値は検出されていない。
これは福岡市の下水処理場が AO 法を採用していることで，処理水のリン濃度が低く抑えられて
いるためであると推測できる。一方，雷山川等の流入先である唐津湾（加布里湾を含む）の水質
は COD が A 類型，全窒素がⅡ類型，全リンがⅡ類型の環境基準値が指定されているが，全て環
境基準値を十分満たしている。
このことから，糸島地域の河川による海域環境への影響は現在は小さいと考えられるが，今後
の都市化に伴うノンポイント負荷量の増加により，海域への環境負荷も大きくなる可能性が高い。
また，平成 23 年には今津湾近郊に新西部水処理センターの建設が予定されており，受水域であ
る今津湾や博多湾の水質悪化には注意を払う必要がある。

-66-

第 4 章 糸島地域における竹林の状況と水環境

4.4

結論

本章における結論を以下に示す。

1) 糸島地域における竹林面積は 1,373ha であり，竹材の生産を主目的とした竹林面積の統計との
比較により，放置竹林は非常に大きな面積を有している可能性が高いことが示された。

2) 道路から 100m 以内であり，地面傾斜角度が 15 度以内である竹林を利用可能な竹林と定義し，
その面積を算出した結果，全竹林の 57% にあたる 783ha の竹林が利用可能であると算出された。

3) 利用可能竹林から生産される竹材の年間最大利用可能量は約 19,000t/year であり，竹炭の年間
最大生産可能量は約 4,700t/year と推定された。

4) 糸島地域における河川環境は瑞梅寺川及び雷山川において環境基準を満足するものではなく，
特に都市域よりも下流における瑞梅寺川の河川水質は高い水質汚濁濃度を示した。

5) 瑞梅寺川や雷山川は将来の都市化に伴う水質の悪化が懸念され，河川の流入先である今津湾，
加布里湾への環境負荷が高まることが懸念される。
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第5章

ノンポイント負荷の流出ー現地調査ー

本章ではノンポイント負荷として路面排水及び灌漑排水の調査により，流出特性を把握した。
本章で得られたデータは次章のノンポイント負荷削減モデルへと活用された。

5.1
5.1.1

路面排水
調査手法

調査対象道路は福岡県前原市に位置する福岡前原有料道路（Fig.5-1, Fig.5-2）であり，日平均
交通量約 17,000 台，平均幅員 22m の片側 2 車線の自動車専用道路である。本道路の交通量変動
を Fig.5-3 及び Fig.5-4 に示す。主に朝夕の時間帯による変動と土日祝日の曜日による変動が見受
けられる。雨天時ノンポイント負荷流出量を正確に算定するためには，観測の時間間隔は降雨初
期を的確に捉え，前半で短く，後半で長めに設定することが望ましいとされていることから，高
架橋橋脚部に設置してある雨水排水管を通じて流出する排水を降雨開始から 1 時間は 5 分間隔，
以後 1 時間間隔での採水を原則とした。流量の変化や流出の状況によっては採水間隔を任意に変
更した。採水は 20-40l のバケツを用い，バケツが満水になるまでの時間を測定することにより流
量を測定した。なお，採水を行った排水管の集水面積は 3,024m2 と推定された。
採水したサンプルは実験室に持ち帰り，溶存態水質分析用に Whatman GF/C ガラス繊維濾紙
にて濾過した濾液と全汚濁物質濃度採水原液の水質分析を行った。分析項目は CODCr（2006 年
データのみ CODMn），TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P，重金属類とし
た（分析手法に関しては付録参照）
。重金属類は全重金属（Al，Cr，Mn，Ni，Cu，Zn，Pb）及び
Whatman GF/C ガラス繊維濾紙にて濾過した溶存態重金属類をそれぞれ測定した。
路面排水調査は 2006 年 11 月から 2008 年 11 月までに計 9 回行われた。調査を行った降雨イベ
ントの降雨特性を Table 5-1 に示す。一般にアスファルト道路における流出係数は 0.7-0.95 と言
われているが，本調査における結果はばらつきが大きく，流出係数が 100% を超えた降雨イベン
トもある。これは降雨量を測定している降雨計が 1mm 精度の装置であること，採水が後半は 1
時間間隔であり，1 時間内の細かい流量の変動を把握できていないことが理由として挙げられる。
詳細な流出係数を求める際には 5 分間隔程度の短い間隔での流量測定やより精度のよい降雨デー
タが必要である。

-70-

第 5 章 ノンポイント負荷の流出ー現地調査ー

Fig.5-1 福岡県前原有料道路

Fig.5-2 福岡県前原有料道路規格図

Fig.5-3 福岡前原有料道路における日交通量と日降雨量（2008 年）

Fig.5-4 福岡前原有料道路における時間交通量（2008 年）
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Table 5-1 路面排水調査対象降雨イベントの降雨特性

5.1.2

流出水量と流出濃度

Fig.5-5 ～ Fig.5-13 に各調査における路面排水の流出水量及び汚濁物質（有機物・栄養塩類）流
出濃度の経時変化を示す。また，Table 5-2 及び Table 5-3 に各調査における水質分析結果を示す。
路面排水は道路表面に堆積した堆積物（道路塵埃）が降雨時に掃流され，雨水とともに流出す
る。道路塵埃は負荷となって路面排水濃度を決定づける一つの要因であり，SS 濃度は道路表面
に堆積した道路塵埃の影響を最も受ける水質項目の一つである。SS 濃度はいずれの降雨イベン
トにおいても流出の初期段階に高い濃度を示すファーストフラッシュ現象がみられ，時間経過と
ともにその濃度は逓減している。これは，降雨の初期段階において，それまで堆積していた堆積
物が掃流され，堆積物の減少とともに濃度が小さくなったためと考えられる。また，ファースト
フラッシュ水の SS 濃度はおおよそ 70-140mg/l であり，降雨イベントによって異なる。SS 濃度は
流出水量と堆積物量に依存し，堆積物量が多いほど SS 濃度は高い値を示す。堆積物量は前降雨
イベントでの残存堆積物量，先行晴天日数や晴天時通過交通量等の様々な要因によって大きく異
なり，路面排水濃度へ大きな影響を及ぼす。また，流出水量は負荷の掃流と希釈の二つの現象に
関係がある。流出水量が小さければ掃流力が弱いため，粗粒子や比重の大きい堆積物は流出でき
ず，濃度は小さい値となる。一方，水量が非常に大きくなると掃流力は有しているが，それ以上
に希釈効果が生まれるため，濃度は小さい値となる。このように路面排水濃度は SS 濃度だけを
考えても非常に複雑な流出機構であり，路面排水濃度を予測することは非常に難しい。
有機物濃度の指標である COD 及び TOC，DOC に関しても緩やかなファーストフラッシュがみ
られる。総降雨量が 1mm である短時間の降雨の場合には，SS や TP 濃度は明確なファーストフ
ラッシュがみられるが，有機物濃度の低減は比較的緩やかである。このことから有機物濃度の低
減には掃流力（降雨強度等）の大小よりも，接触水量や接触時間が関係していることが示唆され
る。即ち，有機物は固相と液相との接触により固相から液相へと負荷が遷移し，接触が多い降雨
イベントでは接触表面から負荷が減少していき，流出濃度が減少すると推察される。この現象は
アンモニア性窒素にも同様にみられるが，今後のデータの蓄積によって十分に確かめる必要があ
る。ファーストフラッシュは 5.1.4 にて詳しく考察する。
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Fig.5-5 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run1_2006.11）
（CODMn，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Fig.5-6 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run2_2006.12）
（CODMn，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Fig.5-7 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run3_2007.6）
（CODCr，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Fig.5-8 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run4_2007.10）
（CODCr，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Fig.5-9 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run5_2007.11）
（CODCr，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Fig.5-10 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run6_2007.12）
（CODCr，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Fig.5-11 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run7_2008.7）
（CODCr，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Fig.5-12 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run8_2008.10）
（CODCr，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Fig.5-13 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量の経時変化（Run9_2008.11）
（CODCr，TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Table 5-2 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量（実測値 _Run1~4）

＊ 2006 年の調査においては CODMn が測定され，2007 年以降の調査では CODCr が測定された。
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Table 5-3 福岡前原有料道路における路面排水流出濃度と流出水量（実測値 _Run5~9）
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また，ファーストフラッシュ現象以外の路面排水水質の特徴としては TN に占める三態窒素の
割合が大きく，特にアンモニア性窒素及び硝酸性窒素の濃度が高いことが挙げられる。これは自
動車交通に由来した排気ガス中に含まれる窒素酸化物や排気対策装置である三元触媒からのアン
モニアの排出によるものと推察される。Fig.5-14 に TN と懸濁態窒素，TP と懸濁態リンの相関関
係を示す。懸濁態窒素は TN 濃度から三態窒素濃度を引いたもので，懸濁態リンは TP からリン
酸態リンを引いたものとした。相関式から TN の約 44％，TP の約 65％が懸濁態であることが示
された。窒素の比率が低いのは前述した自動車交通由来の負荷に溶存態となり得るものが多いた
めであると考えられる。また，相関式の切片から降雨水質は最低でも，溶存態窒素：0.21mg/l，
溶存態リン：0.009mg/l であることが推察され，路面排水水質は降雨水質の影響を受けながら流
出することが示された。この結果は，和田 (2007) が同様の手法で求めた溶存態窒素：0.164mg/l，
溶存態リン：0.010mg/l とほぼ一致し，若干の地域的特徴を表しているものと考えられる。

Fig.5-14 福岡前原有料道路の路面排水中の全窒素と懸濁態窒素，全リンと懸濁態リンの相関関係

Table 5-4 に各調査における重金属類の水質分析結果を示す。重金属類はその大部分は懸濁態
として流出している。路面排水は一般に中性付近の pH を有し，本研究における路面排水の pH
も pH=7 程度を示した。水溶液中の重金属類の溶解や腐食反応には，酸化還元電位や pH が大き
く関係しており，ある酸化還元電位と pH における重金属の平衡状態はプールベイ図から読み取
ることができる。pH=7 付近では多くの重金属類の主な存在形態は不動態であり，イオン状態の
存在形態は少なくなる。そのため，路面排水中の重金属類は主に懸濁態で流出していると考えら
れるが，Cu や Zn 等は溶存濃度も比較的高く，水域の生物への影響が懸念される。溶存態水質は
イオン状態の重金属と微粒子の重金属とで構成されるが，いずれも生物にとっては毒性が高い。
また，懸濁態であっても，河川や海域の底泥に蓄積していき，慢性毒性を誘発する可能性があり，
路面排水中の重金属類の流出はできる限り抑えることが望まれる。
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Table 5-4 福岡前原有料道路における路面排水中重金属濃度（単位：ppm, 実測値 _Run4, 5, 7）
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5.1.3

流出負荷量

路面排水の流出挙動は流出濃度により明らかとなるが，水域への影響度を表す指標は濃度だけ
ではなく，負荷量も重要な指標である。濃度が高い排水が少量流出した場合と濃度が低い排水が
大量に流出した場合では，質的な側面から考えれば，一時的に水域への影響が高まるため，前者
の方が影響が大きい。しかし，量的な側面から考えれば，環境への影響は同じである。単純に質
と量のどちらが影響を与えやすいかは汚濁物質によって異なるが，質と量の両面から環境への影
響を考えることは重要である。
各降雨イベントにおける単位面積当たりの総負荷量を Table 5-5 に，平均流出濃度を Table 5-6
に示す。降雨イベントによって大きく値が異なるが，降雨継続時間が長くなるほど，堆積負荷に
対して降雨含有負荷の割合が大きくなるため，平均濃度は小さいものの総負荷量は大きくなって
いる。一方で，少ない降雨でも先行晴天時間が長くなるほど総負荷量は大きくなっている。逆に
降雨量が多いイベントにおいても，先行晴天時間が短い場合は，あまり総負荷量は多くない。こ
のことから，総負荷量は先行晴天時間によって堆積・累積した負荷と降雨含有負荷の両方が路面
排水負荷となって流出していることが分かった。
また単位時間当たりの負荷量である負荷速度の一例として Run9 の結果を Fig.5-15 に示す。負
荷速度のピークはファーストフラッシュ水による影響が大きい流出の初期段階と流量のピーク時
に表れている。これは前述した水質による影響と水量による影響によるもので，ファーストフラッ
シュ時には流量は少ないものの濃度が非常に高いため，負荷量が大きくなっており，流量のピー
ク時には濃度は比較的低濃度ではあるが水量が多いため，負荷量が大きくなっている。水量が大
きい部分での全量に対する負荷削減対策を行うことは難しいが，ファーストフラッシュ水を選択
的に除去することで，かなりの負荷量を削減することができる。
Table 5-5 各降雨イベントでの路面排水における単位面積当たりの総流出負荷量

Table 5-6 各降雨イベントでの路面排水における平均濃度（EMC:Event Mean Concentration）
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Fig.5-15 路面排水流量と汚濁負荷速度（Run9）
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5.1.4

ファーストフラッシュ水の定義

前節でも述べたように路面排水においてはファーストフラッシュ水の選択的な除去が汚濁負
荷量の削減に効果的である。本節では本研究において提案している FFI 値によってファーストフ
ラッシュの影響を検討した。佐野 (2008) は Deletic(1998) が用いた FF20 では降雨によってはファー
ストフラッシュを明確に定義できないことを指摘し，流量－負荷量累積加積曲線において平均水
質（EMC）を上回る部分の面積を算出することによる FFI 値を提案した（Fig.5-16）。即ち，FFI
= S*20 として算出した。FFI の単位は無次元であり，異なる降雨イベント間でも -100 ～ 100 の値
の大小関係でファーストフラッシュの強さを比較することができる。FFI が負の値を示す場合は
流出の後期段階において負荷量が増加したことを示し，ファーストフラッシュにあたらないと区
別することができる。Fig.5-17 及び Fig.5-18 に FFI の算出に用いた流量－負荷量累積加積曲線を
示す。また，Table 5-7 に算出された FFI を示す。

Fig.5-16 FFI 算出方法概念図

Fig.5-17 全降雨イベントにおける流量－負荷量累積加積曲線（SS 及び COD）
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Fig.5-18 全降雨イベントにおける流量－負荷量累積加積曲線
（TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）
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Table 5-7 全降雨イベントにおける流量－負荷量累積加積曲線
（TOC，DOC，TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，PO43--P）

FFI は SS で最も高い値を示し，NH4+-N が最も低い値を示した。SS は路面堆積物量に起因し，
初期に高い値を示しやすい。一方，NH4+-N に関しては濃度は比較的高いものの，急激な濃度の
減衰がみられず，FFI は低い値となった。SS 及び TP に関しては FFI が高い値であり，路面堆積
物が負荷源であると考えられるが，三態窒素はいずれも低い値を示し，窒素の負荷源は堆積物由
来ではなく，降雨や流出中の通過交通等が負荷源である可能性や三元触媒や排気ガスから発生し
た NH4+-N，NO3--N が道路表面等に付着し，降雨時に流出している可能性が考えられる。
SS や TP の負荷削減対策を適応する場合は，ファーストフラッシュ水を選択的に除去すれば，
効果的な負荷削減を行うことができるが，NH4+-N，NO2--N や NO3--N は濃度が比較的高く，急激
な濃度の減衰がみられないことから，その負荷削減対策はファーストフラッシュのみでは十分で
なく，流出全体への削減対策が必要である。
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5.2
5.2.1

灌漑排水
調査手法

灌漑排水の負荷量の算定には主に原単位法が用いられるが，負荷削減対策を行う際には水田一
筆での水収支と流出負荷量の算定が重要である。本研究では，田面水質の系に知的変化をとらえ
るとともに，施肥や水管理による田面水水質の影響を調査した。灌漑排水調査は 2007 年 6 月～
9 月までの 4 ヶ月間行った。代搔きから収穫までの一灌漑期間を通じ，田面水を 2 日に 1 回採水
した。また，定規を水田に常時固定し，1 日 1 回田面水位（堪水深）を測定した。調査対象水田
は福岡市西区に位置する三つの水田（P1，P2，P3）であり，水田の概要を Table 5-8 に示す。また，
P1 に関しては，代搔きによる水域への汚濁負荷量を算定するために，代搔きから 0, 0.5, 1, 2, 4, 8,
16 時間後に採水を行った。水質測定項目は SS，TN，TP の 3 項目を対象とした。なお，水田へ
の流入水は月に 1 回程度水田の近くを流れる水路から採水した。

Table 5-8 調査対象水田の概要

5.2.2

水田水収支と田面水濃度

水田から田面水が排水されるのは，農家による水管理上の排水，降雨による田面からの畦畔越
流のどちらかである。特に畦畔越流の場合は突然の降雨により水田から田面水が排水されること
となるため，採水が非常に難しい。そこで，本研究では (5.1) 式を用い，水田の水収支をモデル化し，
代搔き後から収穫までの水収支を解析した。

・・・・(5.1)
ここで Wj: 水位，Q：取水・排水量，RF：降雨量，E：蒸発散量，I：地下浸透量である。降雨
データは福岡県県土整備部河川課の降雨計により計測されたものを用いたが，水位の測定は午前
10 時から 12 時に行われたため，解析の単位時間である 1 日を正午とした。また，可能蒸発散量
は Thornthwaite 法を適用し，気温等の気象データは気象庁観測地点「福岡県前原」の観測データ
を用いた。なお，Thornthwaite 法はわが国の気候では夏に過大に，冬に過小評価してしまうこと
から，0.7 を乗じることで日本の気候に適した蒸発散量とした。地下浸透量は堪水深の実測値を
基に，W = 4 (cm) の時の地下浸透量を基準浸透量 I = 5 (mm) とし，湛水深に応じて線形的に変動
させた。また W = 0 (cm)，すなわち水田地表面が乾燥状態にあるときは降雨量に応じて地下浸透
量を変動させ，RF > 5 においては一律 I = 5 (mm)，0 < RF < 5 においては全量浸透，RF = 0 にお
いては I = 0 とした。調査水田の周囲はコンクリートによる舗装もしくは水田であり，隣接する
水田と調査水田の堪水深は差が小さかったことから，畦畔浸透量に関しては考えなかった。
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Fig.5-19 に調査水田における水収支算定結果を示す。また，Fig.5-20 に代搔き後における田面
水濃度の経日変化を，Fig.5-21 に代搔き時における田面水濃度の経時変化を示す。

Fig.5-19 調査水田における水収支解析結果

-92-

第 5 章 ノンポイント負荷の流出ー現地調査ー

Fig.5-20

調査水田における田面水質の経日変化（SS，TN，TP）
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Fig.5-21

調査水田（P1）における代搔き直後の田面水質の経時変化（SS，TN，TP）

SS に関してはいずれの水田においても代搔き後に高い汚濁濃度にあった。代搔き後直後の SS
濃度は沈降による濃度の急激な減少がみられるが，TN 及び TP は SS の減少に伴う濃度の減少が
みられるものの，ある程度減少した後は高濃度のまま一定値に留まる。このため，かなりの時間
の経過後の排水・落水が望まれる。SS 濃度は 30 時間経過後に農業用水基準の 100mg/l を下回り，
TN 及び TP はそれぞれ農業用水基準の 1mg/l 以内，V 類型の環境保全基準値 0.1mg/l 以内には 48
時間経過後も収まらなかった。このことからできるだけ代搔き後の落水は避けられるべきであり，
落水するとしても浅水での代搔きにより落水量を低減することが望まれる。
田面水中の SS 濃度は降雨後に濃度が上昇する傾向を有し，TN 及び TP 濃度は特に P2 におい
て経日に伴う肥料の溶出と考えられる濃度の増加が確認された。P3 に関しては追肥を行ってい
ることから，灌漑期中期における濃度の上昇が見受けられた。また，P1 に関しては元肥に LP 肥
料を用いたことから効率的な植物への肥料成分の供給が行われたと考えられ，田面水質は比較的
安定していた。
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5.2.3

水田による水質汚濁量・水質浄化量

前節の結果から，各水田における汚濁負荷収支を算出した。Table 5-9 に各水田における汚濁
負荷量の収支算定結果を示す。降雨水質に関しては既往の文献値を用いた。流入水質に関しては
実測値を用いることとしたが，採水時期あるいは採水時間によって濃度が大きく変動し，TN に
関しては 1.2 - 6 mg/l が同一の採水ポイントにて観測された。これは，一部の採水時において上流
部の水田から肥料成分が排出されたことを意味している。したがって，全観測データの最小値を
用いることにより，環境工学的に安全側で算出した。また，地下浸透負荷量は水量と水質のどち
らの面で考えても大きな値とならないことが推測されるため，考慮していない。計算に用いた条
件は以下の通りである。
＜計算条件＞
・降雨水質 SS：1mg/l，TN：0.85mg/l，TP：0.04mg/l
・流入水質 SS：7.77mg/l，TN：1.2mg/l，TP：0.34mg/l
TN の排水負荷量は P1：1211mg/m2，P2：666mg/m2，P3：1122mg/m2 であり，P2 に関しては流
入負荷量と降雨含有負荷量を合計した値よりも小さかった。即ち，P2 は窒素を減少させる，い
わゆる浄化型水田となった。一方，P1 及び P3 はわずかながら汚濁型水田となった。よって水管
理や施肥法によっては水田は窒素浄化作用を有すると推測される。また，本調査地域においては
堆肥を肥料として一部用いており，汚濁型となった水田に関しても流域レベルで考えると窒素の
処理として大きな役割を果たしているといえる。
またリンの排水負荷量は P1：478mg/m2，P2：689mg/m2，P3：1120mg/m2 であり，いずれの水
田でも取水負荷及び降雨含有負荷の合計した値よりも排出負荷量が大きかった。リンに関しては
大幅な汚濁型水田となっていると考えられる。また，地下水分を考慮すると，その傾向はますま
す強まる。本流域における施肥に複合肥料（14-14-14 等）や LP 肥料といった多くリンを含む肥
料を用いていることから，そのようなリン成分が植物に吸収されることなく水域に流出している
と考えられる。よって，植物の成長を阻害しない程度のリン施肥の節減やリンを流出させない水
管理を行うことが，肥料による農業従事者の経済的圧迫及び水域への環境負荷の緩和につながる
と考えられる。
Table 5-9 各水田における SS 及び TN，TP 負荷量
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5.3

結論

本章における結論を以下に示す。

1) 路面排水は流出の初期段階において高い汚濁濃度を示すファーストフラッシュ現象が著しく，
ファーストフラッシュ水を選択的に除去することで水域への環境負荷は大きく軽減される。

2) TN と懸濁態窒素，TP と懸濁態リンの相関関係から TN の 44％，TP の 65％が懸濁態であるこ
とが示された。

3) 降雨水質は最低でも，溶存態窒素：0.21mg/l，溶存態リン：0.009mg/l であることが推察され，
路面排水水質は降雨水質の影響を受けながら流出することが示された。

4) 灌漑排水は代搔き時に土粒子の巻き上げに伴う非常に高い汚濁濃度が観測され，懸濁態物質
が十分に沈降した後まで落水を行うことを控えるか落水を行わないことが望ましいことが示
された。

5) 流入負荷量と灌漑排水負荷量をモデル化された水収支式から評価したところ，SS 及び TP に
関しては「汚濁型」，TN に関しては水管理次第では「浄化型」の水田となることが示された。
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路面排水流出モデル
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吸着モデル
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結論
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第6章

ノンポイント負荷削減モデルによる
竹炭の水質浄化効果

本章では硝酸性窒素の路面排水流出モデルと竹炭による汚濁物質吸着モデルを構築した。この
二つのモデルによる路面排水負荷削減量の算出と吸着モデルによる灌漑排水負荷削減量の算出が
可能となり，次章におけるノンポイント負荷削減対策としての竹炭の利用の検討に用いられた。

6.1
6.1.1

路面排水流出モデル
水量モデル（タンクモデル）

路面排水において流出水量は路面表面の堆積物に対する掃流力や汚濁負荷濃度を決定づける重
要な要素である。本路面排水流出モデルにおける水量モデルにはタンクモデルを用いた。Fig.6-1
にタンクモデルの概略図を示す。蒸発散量に関しては，降雨は短時間の現象であるため，無視で
きるほど小さいため，考慮していない。

Fig.6-1 本モデルに用いたタンクモデル概念図

タンクモデルにおける水収支は (6.1) 式で表される。また，流出水量 q と地下浸透量 q0 はそれ
ぞれ (6.2) 式，(6.3) 式で表される。

ここで，h：タンク内水深 (mm)，r：降雨強度 (mm/h)，q：流出水量 (mm/h)，q0：地下浸透量 (mm/h)，
k1：流出係数 (/h)，k0：地下浸透係数 (/h) である。
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(6.1) 式，(6.2) 式，(6.3) 式から h>h1 における Δt 時間後のタンク内水深 h(Δt) は (6.4) 式となり，
Δ t 時間の流出水量 Q 及び地下浸透量 Q0 はそれぞれ (6.5) 式及び (6.6) 式となる。

ここで，ht-1：初期タンク内水深 (mm)（前解析単位時間後のタンク内水深）である。
また，h<h1 における Δt 時間後のタンク内水深 h(Δt) は (6.7) 式となり，Δt 時間の流出水量 Q 及び
地下浸透量 Q0 はそれぞれ (6.8) 式及び (6.9) 式となる。

本モデルの解析単位時間である 1 時間内に，タンク内水深が h1 を上下する場合には，タンク
内水深が h1 に達する時間 ts を (6.11) 式及び (6.12) 式で算出し，解析単位時間を ts と 1-ts の二つに
分割し，解析した。Fig.6-2 にタンク内水深が単位時間内に h1 を上下する二つのパターンを示す。

Fig.6-2 タンク内水深が h1 を上下する場合の ts の算出
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6.1.2

堆積負荷モデル（build-up）

一般的な路面排水の堆積負荷モデルは時間経過に応じた負荷の堆積をモデル化し，無降雨時間
が長いほど流出負荷量も多くなる。具体的には 1 日当りに堆積する負荷量を a (mg/m2) とし，そ
れが n 日間続き，堆積した負荷量が 1 日ごとにある減衰係数で減少する場合，堆積負荷量は (6.14)
式で表される。

ここで，P0：先行降雨による残存堆積負荷量，K：路面堆積負荷減衰係数である。
懸濁態物質における堆積負荷のモデル化は実際に路面表面に堆積した堆積物量に依存するた
め，上述したモデル式によって十分表現可能である。しかし，本研究において対象とした硝酸性
窒素等の溶存態水質のモデル化に関しては，時間経過による負荷の堆積のみの因子によって流出
負荷量が決定されず，実測値と推定値の誤差が大きくなることが多い。そこで，本モデルにおけ
る負荷の堆積過程を 3 種類に分類し，それぞれの堆積過程における負荷の供給により流出負荷量
が決定されると仮定した。即ち，S1：路面堆積物からの溶出負荷（大気降下物及び交通量由来）
，
S2：溶存性物質の路面堆積物への付着に起因した溶出負荷（交通量由来），S3：溶存性物質の道路
表面への付着に起因した溶出負荷（交通量由来）の 3 種の負荷及び降雨含有負荷によって流出負
荷量が決定されるとし，それぞれに対してモデル化を行った。
S1 は堆積物量に依存するため，一般的な堆積負荷モデルと同様のものであるが，時間当りに
一定割合で堆積する大気降下物由来の堆積負荷と通過交通量に比例した自動車交通由来の堆積負
荷の合計によって負荷の増加を表し，(6.15) 式及び (6.16) 式を用いた。

ここで，kf：損失係数，a：時間平均乾性降下負荷量 (mg/h)，b：堆積係数（mg/ 台），T：時間
交通量（台 /h）である。
過去の路面排水調査のファーストフラッシュ時のデータから SS の負荷量と NO3--N の負荷量の
比は 52.8(mg-SS/mg-NO3--N) である。ファーストフラッシュ時の負荷量が S1 によるものが大きく，
SS の比表面積を 5.0E-3(m2/mg-SS) と仮定した場合，S1 の負荷源である堆積物が SS と同等とする
と堆積物の総表面積は 0.26S1(m2) となる。S2 は S1 の負荷源となった堆積物に対して自動車交通に
由来した排気ガス等に含まれる汚濁物質が付着し，ある付着容量まで負荷が増加する過程を表し，
(6.17) 式を用いた。

ここで，c：堆積係数（mg/ 台･ m2），q：付着容量 (mg/m2) である。
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S2 と同様の式により，S3 は道路表面に付着する負荷の増加過程を表し，(6.18) 式を用いた。

(6.15) 式～ (6.18) 式の基礎式から S1 及び S3 はそれぞれ (6.19) 式，
(6.20) 式により表された。また，
S2 は (6.21) 式のように変形され，(6.22) 式～ (6.25) 式により表された。

(i) B - kf ≠ 0 の場合

(ii) B - kf = 0 の場合

ここで，Sx,t-1：先行降雨による Sx 残存堆積負荷量 (mg/m2)，Lx：Sx 流出負荷量 (mg/m2) である。
これらの堆積負荷量を用い，総負荷量 Stotal は (6.26) 式により表された。
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6.1.3

流出負荷モデル（wash-off）

降雨時における負荷の流出は堆積負荷量と流量に比例すると仮定し，堆積負荷量の減少は (6.27)
式が用いられた。堆積負荷の減少量は流出負荷量であり，流出負荷量は (6.28) 式で表された。また，
流出濃度は降雨含有負荷とともに流出するため，(6.29) 式で表された。

ここで，k：流出係数 (/mm ･ h)，Crain：降雨水質 (mg/l) である。なお，流出係数 k は S1 及び S2
と S3 で異なる値を用い，それぞれ k1，k3 とした。
6.1.4

キャリブレーションと再現性の確認

本モデルの解析単位時間は 1 時間であり，2007 年の路面排水調査データを基に水量・負荷量と
もに累積流量・累積負荷量によりキャリブレーションは行われた。入力データは福岡県県土整備
部河川課提供の降雨観測局「池田」の時間降雨量及び福岡前原有料道路の時間交通量である。時
間流量及び時間負荷量の実測値にはサンプル数に応じて重みづけし，実測値との二乗誤差が最小
になるようにキャリブレーションを行った。なお，初期条件は 2006 年 1 月 1 日 0 時のタンク内
水深を 0.001mm，堆積負荷量を 0 とした。水量に関しては，Table 6-1 にキャリブレーションに
より決定された係数及び定数を示す。
Table 6-1 キャリブレーションにより決定された本モデルに用いた係数及び定数

また，Fig.6-3 にキャリブレーションを行った 2007 年の調査における流量と濃度の実測値と解
析値の比較を示す。流量及び負荷量の解析値ともに実測値の傾向を非常によく表現しており，流
出の初期段階におけるファーストフラッシュの影響による高い汚濁濃度も表現された。一方で，
ファーストフラッシュは流出の約 30 分間における非常に短い時間に起こる現象であり，短時間
における 2mg/l を超えるような高い濃度の流出は本モデル（解析単位時間：1 時間）では表現で
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Fig.6-3 本モデルのキャリブレーション結果（2007 年調査実測値と解析値）
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本モデルは 2007 年における調査データによってキャリブレーションされ，実測値の傾向を十
分に表現しているものの，汎用性あるモデルでなければ調査を行っていない降雨イベントにおけ
る解析された流出負荷量は信頼性のある値であるとは言えない。そこで，本モデルの再現性の確
認のために 2006 年及び 2008 年に行われた調査データと 2006 年及び 2008 年の解析値とを比較し
た。Fig.6-4 及び Fig.6-5 に本モデルによる 2006 年及び 2008 年の調査における時間流出高と時間
平均濃度の実測値と解析値の比較を示す。流出高が非常に小さい降雨イベントにおいては実測で
は流出しているが，モデル解析では流出に至っていない場合がある。その点を除いては，本モデ
ルは概ね実測値を再現できており，十分路面排水の流出負荷量・流出濃度を予測可能であると判
断された。また，解析値において流出に至らないような非常に弱い降雨においては流出負荷量も
小さく，実際には少量の流出があったとしても，年スケールでの年間負荷量は現実と大きく乖離
することはない。

Fig.6-4 本モデルにおける実測値と解析値（2006 年調査実測値と解析値）
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Fig.6-5 本モデルにおける実測値と解析値（2008 年調査実測値と解析値）
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6.2
6.2.1

吸着モデル
吸着モデル式

竹炭による硝酸性窒素の吸着除去は Freundlich 式を用いた (6.30) 式に示す物質収支式によりモ
デル化した。なお，吸着式に用いた Freundlich 係数は I-BC800NaOH-HCl における吸着係数を用いた。

ここで，ここで C：排水流出濃度，Q：路面排水流出量，qe,t-1：既吸着量，M：竹炭量，Ce：吸
着後濃度，KF, n：Freundlich 吸着係数である。即ち，左辺が竹炭による浄化システムに流入する
排水の汚濁負荷量及び竹炭に前流入時までに吸着している汚濁負荷量の和であり，右辺が平衡濃
度となった処理水に含まれる汚濁負荷量と新たに平衡吸着量となった竹炭に吸着された汚濁負荷
量の和である。
また，本モデルを前節における路面排水の流出モデルや灌漑排水の実測データに用いる際に次
の条件を仮定した。

①吸着時には排水と竹炭は完全混合状態にあり，解析単位時間ごとに全量入れ換わる
②解析単位時間内に吸着平衡に達する
③硝酸性窒素は吸着以外の因子によって除去・変換されない
④硝酸イオン以外の汚濁物質と吸着基を競合せず，他の汚濁物物質存在下でも同様の吸着能を有する
⑤脱着速度は吸着速度と同じとし，吸脱着等温線においてヒステリシスループは描かない
⑥時間経過による竹炭表面の官能基等の変性，目詰まり等は起こらない
⑦ pH による吸着量の変化はない

pH に関しては pH2 程度で吸着量の急激な増加が起こるが，路面排水の pH は中性付近であり，
流出時の経時変化に伴う pH の変動は小さい。また，I-BC800NaOH-HCl における初期 pH と平衡 pH
の変動は小さく，本モデルにおいて pH が路面排水負荷の吸着量に及ぼす影響は小さいと推定さ
れた。

6.2.2

路面排水流出モデルへの適応

路面排水流出モデルにより得られた 2006 年 1 月 1 日から 2008 年 12 月 31 日までの路面排水流
出濃度及び流出水量に対して吸着モデルを適応し，竹炭の吸着効果を検討した。路面排水におい
てはファーストフラッシュのような流出濃度が比較的高い排水に選択的に対策を行うことで高い
汚濁負荷削減を行うことができる。Fig.6-6 にシミュレーション結果の一例として路面排水調査
を行った集水面積 3,024m2 の自動車専用道路における路面排水の流出に竹炭を 100kg 適応した場
合の解析結果を示す。流出の全量に竹炭を適応した場合，ファーストフラッシュのような流出濃
度が比較的高い際には吸着により浄化され，流出濃度が低い時には脱着により濃度が増加するこ
とで，常に 0.3mg/l の処理水質を維持しており，時間の経過とともに濃度の緩衝材（濃度調整材）
としての役割が強くなっていることがわかる。0.5mg-N/l 以上の排水に竹炭を適応した場合では，
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脱着はほとんど見られず安定した吸着による除去が行われている。即ち，濃度のピークを低減さ
せるためには流出全量への適応，汚濁負荷量を削減するためには高濃度の排水のみに適応するこ
とが望ましい。また路面排水に限らず，濃度があまり高くない排水や飲料水の浄化にも十分使用
が可能であると考えられ，竹炭の水質浄化剤としての幅広い利用が期待される。

Fig.6-6 自動車専用道路における路面排水流出濃度及び吸着後濃度シミュレーション結果
（上：全流出に適応，中：0.3mg/l 以上の流出濃度のみに適応，下：0.5mg/l 以上の流出濃度のみに適応）
＊対象集水域 3024m2 に対して竹炭 100kg を適応した場合（33.1g/m2）
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6.2.3

灌漑排水調査データへの適応

5 章で示した灌漑排水の調査実測値と水収支モデルから得られた灌漑排水に吸着モデルを適用
し，灌漑排水の負荷削減効果を検討した。それぞれの調査対象水田において竹炭を 100kg 適応し
た場合の汚濁負荷削減量を Table 6-2 に示す。田面水質は TN が測定されており，TN 濃度に占め
る NO3--N 濃度の割合を 40% と仮定して算出を行った。水田はもともと窒素の浄化能が高く，竹
炭を適応することで窒素の流出を最小限に抑えることができ，公共用水域への環境負荷も大きく
軽減される。
Table 6-2 竹炭を 100kg 適応した場合の調査対象水田における硝酸性窒素削減量
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6.3

結論

本章における結論を以下に示す。

1) 構築された路面排水流出モデルは 2007 年の実測値とのキャリブレーションにより，2006 年及
び 2008 年の実測値を概ね再現可能であった。
2) 路面排水流出モデルの解析単位時間は 1 時間としたことから，1 時間内の細かい濃度の変動の
表現には対応できず，ファーストフラッシュ水の濃度を再現できているものではないが，年間
スケールの負荷量の算出や調査を行っていない降雨イベントにおける時間平均濃度及び時間
流量の補完には十分利用可能であることが示された。

3) 路面排水流出モデルと竹炭による吸着モデルにより，路面排水の流出全量に竹炭を適応した場

合，ファーストフラッシュに相当する比較的高濃度の排水に対しては吸着，低濃度の排水に対
しては脱着し，濃度のピークカット（濃度の変動を小さく）する濃度の緩衝材としての作用を
有することが示された。

4) 路面排水流出モデルと竹炭による吸着モデルにより，路面排水の比較的高濃度の流出に対し

てのみ竹炭を適応した場合，安定的に汚濁負荷を吸着除去することができ，ファーストフラッ
シュ時の負荷量を低減することが示された。

5) 灌漑排水の実測値に竹炭による吸着モデルを適応した場合，水田による窒素浄化と吸着による

除去により流域レベルでの窒素負荷に対して大きな負荷削減効果を発現することが示された。
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第7章

竹の地域内循環システムの提案

本章では糸島地域における竹の循環システムを評価・提案した。竹の循環システムとして竹炭
によるノンポイント負荷削減対策への利用と水田における農業用資材としての利用を検討した。

7.1
7.1.1

ノンポイント負荷削減システムへの竹炭の適応
路面排水への適応

6 章でも示したように，竹炭を多く使用することで高い吸着除去効果を得ることができる。し
かし，竹炭の使用量の必要以上の増加はコストの増加を招き，費用対効果は小さくなる。竹炭の
使用量の決定は排水処理の目的に応じて決定されるべきである。
Fig.7-1 に道路面積当たりの竹炭使用量 50g/m2，Fig.7-2 に竹炭使用量 100g/m2 における路面排
水吸着後濃度のシミュレーション結果を示す。対象とする流出濃度を 0.5mg/l 以上のみに限定す
ると，50g/m2 以上の竹炭を用いることで 3 年間程度ほとんど脱着をせずに安定的に低濃度の排水
を水域へ流出させることができる。また，対象とする流出濃度を 0.3mg/l 以上とした場合におい
ても，竹炭使用量を 2 倍の 100g/m2 程度の竹炭使用量にすることで 1 年間以上は脱着せずに吸着
除去が可能である。
糸島地域におけるノンポイント負荷削減対策への竹炭の利用による竹の循環資源シナリオとし
て以下のシナリオを検討した。
①竹炭を最大生産可能量の約 2% にあたる 100t/year で生産した場合
②竹炭を最大生産可能量である 4700t/year で生産した場合
0.5mg/l 以上の路面排水に対して竹炭使用量 50g/m2 での対策を考えた場合，各シナリオにおけ
る対応可能道路面積は① 2km2，② 94km2 と算出された。費用対効果の大きい浄化対策を考える
上では，交通量の大きい基幹道路に対して対策を行うことが効果的である。糸島地域における道
路面積を考慮すると，①のシナリオでは，糸島地域における主要な幹線道路である福岡前原有料
道路と国道 202 号，②では全ての糸島地域における道路と隣接する福岡市の道路網に対して十分
に対策を行うことができ，それぞれ 120kg-N/3years，5.6t-N/3years の窒素を削減することが可能
である（Fig.7-3）。50g/m2 の竹炭使用量においては 3 年間の使用が可能であるため，実際はさら
に広い面積の道路へ適応することができる。また，竹炭生産量を増加させ，竹炭使用量を増加さ
せることで幅広い汚濁濃度への適応やより長い期間の吸着除去が可能である。

-113-

第 7 章 竹の地域内循環システムの提案

Fig.7-1 自動車専用道路における路面排水流出濃度及び吸着後濃度シミュレーション結果
（上：全流出に適応，中：0.3mg/l 以上の流出濃度のみに適応，下：0.5mg/l 以上の流出濃度のみに適応）
＊竹炭使用量 50g/m2 の場合
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Fig.7-2 自動車専用道路における路面排水流出濃度及び吸着後濃度シミュレーション結果
（上：全流出に適応，中：0.3mg/l 以上の流出濃度のみに適応，下：0.5mg/l 以上の流出濃度のみに適応）
＊竹炭使用量 100g/m2 の場合

Fig.7-3 0.5mg/l 以上の排水に 50g/m2 で 2km2 の道路に適応した場合の路面排水流出負荷削減量

-115-

第 7 章 竹の地域内循環システムの提案

7.1.2

灌漑排水への適応

6.2.2 でも示したように，竹炭は吸着による除去効果のみを有するのではなく，窒素が肥料か
ら過剰に溶出した際には吸着し，肥料からの窒素供給が少ないときには脱着することで，植物に
とって窒素の安定的な供給材としても作用し，灌漑期における過剰施肥による水質汚濁を低減す
ることができると考えられる。

7.2

竹炭の農業用資材としての利用

竹炭を水田に適応することを考えた場合，竹炭の吸着能を生かした窒素以外の物質の除去も可
能であると推測される。竹炭は疎水性表面を有し，農薬等の疎水性物質を吸着しやすい。農薬が
残留した水田に竹炭を適応することで残留農薬の除去対策としても有効である。
また，日本の農地では酸性雨や化学肥料による影響で酸性土壌になりやすいのに対し、植物の
生育には強い酸性は好ましくない。そのような場合、土壌の中和を行う必要がある。竹炭は pH
を上昇させる効果を有しており、土壌改良剤としての利用が期待される。また、リン・カリウム
といった植物の微量必須元素を比較的多く含み、同時に肥料としての効果も期待できる。特にリ
ン資源は枯渇が懸念されており、リン鉱石の価格も 2006 年から 2008 年の間に 5 倍以上上昇して
いることを考えると、竹炭を肥料として用いることは将来の化学肥料代替物として期待できる。
糸島地域には農地が広く分布しており、その大部分が水田である。糸島地域の農作物や製品に
は「糸島ブランド」として市場に出されているものもあり、比較的高い価格でも購入されている。
竹炭を肥料として用いる場合にも、糸島産の竹炭だけを肥料として使用して栽培したという付加
価値をつけ、
「糸島ブランド」として販売することができると考えられる。この場合、糸島地域
内で竹の地産地消を行うことができ、輸送コストも最小限に抑えることができる。
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7.3

結論

本章における結論を以下に示す。
2
1) 糸島地域において竹炭を 100t/year で生産し，0.5mg/l 以上の路面排水に竹炭を 50g/m での対策

を行う場合，糸島地域における主要な幹線道路である福岡前原有料道路と国道 202 号に対して
対策を行うことができ，路面排水流出負荷量の 7% にあたる 120kg-N/3years の削減が可能であ
る。

2) 竹炭は疎水性表面を有し，カリウムやリン等の肥料としての必須元素を多く含んでいるため，

農薬の吸着剤，水田の土壌改良材や肥料としての利用等のノンポイント負荷削減対策以外での
利用も可能であると考えられる。
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第8章

結論

本論文で得られた結論を以下に示す。
第 3 章では竹炭の硝酸イオン吸着能とその機構の検討を行った。高温で炭化された竹炭表面に
は塩基性官能基が形成され，硝酸イオンの吸着に適した状態にある。その吸着機構はイオン交換
性の化学吸着であり，硝酸イオンと同じ陰イオンであるクロム酸水素イオンの吸着能も有してい
る。そのため，高い硝酸イオン吸着能を有した竹炭を作成するには，大きな比表面積と高温での
炭化による塩基性官能基の形成が重要である。
第 4 章では糸島地域における竹林の利用可能性を検討した。糸島地域は福岡県においても代表
的な里山形成地であり，多くの竹林が分布している。竹林を管理する上で重要となる地面傾斜角
度及び道路からの距離を指標として利用可能竹林面積を求めたところ，全竹林面積の 57% にあ
たる竹林が利用可能と判断され，放置化された竹林を十分に管理していくことができる状態にあ
ることが示された。
第 5 章では路面排水及び灌漑排水調査を行い，その流出機構及び流出負荷量を把握した。路面
排水は流出の初期において高い濃度を示すファーストフラッシュ現象が著しく，ファーストフ
ラッシュ水への選択的な汚濁負荷削減対策が重要である。灌漑排水に関しては，肥料等の溶出に
よる高濃度の汚濁負荷の流出が問題である一方で，水田の有する窒素の浄化能も確認された。
第 6 章では路面排水負荷流出モデル及び竹炭による吸着除去モデルを構築し，竹炭の水質浄化
効果を検討した。竹炭を路面排水の流出全量に適応した場合，高い汚濁濃度での流出時には吸着，
低い濃度の流出時には脱着が起こることで，路面排水濃度のピークを低減させることができるこ
とが明らかとなった。また，ファーストフラッシュ時のみに竹炭を適応することで負荷量の安定
的な吸着除去を行うこともできることが示された。
第 7 章では糸島地域における竹炭としての竹の地域内利用を評価・検討した。糸島地域におい
て竹炭を 100t/year で生産し，路面排水のファーストフラッシュ水への対策として 50g/m2 で使用
した場合，糸島地域における主要幹線道路を十分に対応することができ，一度施工してしまえば
3 年程度吸着除去効果を有し続けることが示された。また，竹炭にリンやカリウムが比較的多く
含まれることから肥料としての利用，土壌の pH を上昇させる効果を有していることから土壌改
良材としての利用も可能であり，農業用資材として竹炭は様々なメリットを有した材料であり，
糸島ブランドによって生産物に高付加価値をつけることができ，経済的利点も大きいことが考え
られた。
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1. 水質測定方法
本研究における水質の分析方法・測定機器を以下に示す。
BOD：ウィンクラー法 .
CODMn：電流滴定迅速 COD 測定器（セントラル科学 QuickCOD HC-607）.
SS：ガラス繊維濾紙法 .
TN，NH4+-N，NO2--N，NO3--N，TP，CODCr：携帯用多項目迅速水質分析計（Hach DR/2400）.
PO43--P：分光光度計（島津製作所 UV-1600）及び携帯用多項目迅速水質分析計（Hach DR/2400）.
TOC，DOC：全有機炭素計（島津製作所 TOC-V CPH）.
重 金 属 類： 開 放 系 還 流 式 湿 式 分 解（JIS K 0102）， 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 質 量 分 析 装 置（Agilent
7500c），内標準法（内標準物質：イットリウム）.
* 本論文において CODMn は河川水質調査及び 2006 年の路面排水調査にて測定され，CODCr は
2007 年以降の路面排水調査において測定された。

2. 実路面排水における竹炭の挙動
粉末状にした I-BC600 及び I-BC800 と実路面排水（流出開始から 10 分程度のコンポジット
サンプル）を固液比 1:100，20℃条件下で 24 時間の振とう接触させ，吸着量を比較した。ま
た，NaOH，HCl の順で洗浄した竹炭と HCl，NaOH の順で洗浄した竹炭である I-BC600NaOH-HCl，
I-BC800NaOH-HCl と I-BC600HCl-NaOH，I-BC800HCl-NaOH に関しても同様に実験を行った。なお，実路面排
水は Whatman GF/C ガラス繊維濾紙にて濾過した濾液を用いた。水質測定項目は DOC，NH4+-N，
NO3--N，重金属類（Zn，Pb，Mn，Cr，Cu，Ni，Al，Cd，Mg）である。Table 1 に実験に用いた
溶液の初期濃度及び各竹炭における平衡濃度を示す。
Table 1 実路面排水吸着実験における溶液初期濃度及び竹炭接触後の平衡濃度

竹炭により有機物が吸着除去されており，Cu や Zn にも吸着と考えられる濃度の減少がみられ
た。また，様々な物質の共存化においても硝酸イオンの吸着能は高いことが示された。

-121-

付録

3. 竹炭のリン酸イオン吸着実験
K-BC600 を用い、洗浄方法の違いによるリンの吸着の違いを検討した。また、MAP の形成を
期待して、アンモニウムイオン、リン酸イオン、マグネシウムイオンを添加した人工路面排水を
作成し実験を試みた。実験は以下の 8 系で行った。

①酸、アルカリの順で洗浄を行い、純水で洗い流したのち、人工路面排水（MAP）と接触させる。
②酸、アルカリの順で洗浄を行い、純水で洗い流したのち、リン酸イオン溶液と接触させる。
③アルカリ、酸の順で洗浄を行い、純水で洗い流したのち、人工路面排水（MAP）と接触させる。
④アルカリ、酸の順で洗浄を行い、純水で洗い流したのち、リン酸イオン溶液と接触させる。
⑤純水での洗浄の後、人工路面排水（MAP）と接触させる。
⑥純水での洗浄の後、リン酸イオン溶液と接触させる。
⑦洗浄操作を行わず、人工路面排水（MAP）と接触させる。
⑧洗浄操作を行わず、リン酸イオン溶液と接触させる。

酸洗浄及びアルカリ洗浄には共に約 20mmol/l の HClaq (pH=1.69), NaOHaq (pH=12.3) を用い、
固液比 1:100 で 12h 接触後、固液を遠心分離した。即ち①の場合であれば、HClaq で 12h の洗浄、
固液分離した後、NaOHaq で 12h 洗浄、固液分離をし、固液比 1:100 で 2 回純水による洗浄を行っ
た。純水洗浄は 12h の時間は置いていない。
Table 2 に人工路面排水及びリン酸イオン溶液の組成を示す。NH4+-N と PO43--P の濃度は実際の
路面排水におけるファーストフラッシュと同等の濃度とした。Mg は Mg2+ + NH4+ + PO43- + 6H2O
→ MgNH4PO4・6H2O からアンモニウムイオンと等モルになるように調整した。リン酸イオン溶
液は約 1mg-P/l となるように調整した。
Table 3 に 8 つの系における初期及び平衡時の pH と濃度を示す。また、吸着体単位質量あたり
の吸着量も示している。系③において少量の吸着が見られるほかはリンの脱着が起こっている。
なぜ系③のみ吸着が起こったかは不明であるが、今後検討を進めていく。また、NaOH → HCl の
条件以外においては、リン酸イオン溶液よりも人工路面排水の方が平衡濃度が小さいにもかかわ
らず吸着量が大きくなっている。これは MAP の形成が少量ながら起こった可能性があると考え
られる。
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Table 2 リン酸吸着実験に用いた吸着質溶液の組成
NH4Cl
人工路面排水 MgCl2.6H2O
MAP
K2HPO4
DDW
K2HPO4
リン酸
DDW

10.7
40.7
1.5
1.0
5.6
1.0

mg 約2.85mg‑N/l *路面排水濃度
mg
*アンモニアと等モル
mg 約0.27mg‑P/l *路面排水濃度
L
mg 約1mg‑P/ l
L

Table 3 リン酸吸着実験におけるリン酸初期濃度及び平衡濃度
固相
HCl→NaOH
HCl→NaOH
NaOH→HCｌ
NaOH→HCｌ
DDW
DDW
Normal
Normal

液相
MAP
PO4
MAP
PO4
MAP
PO4
MAP
PO4

初期pH
6.3
7
6.3
7
6.3
7
6.3
7

平衡pH 初期濃度 平衡濃度 吸着量
6.3
0.30
0.32
‑0.0009
6.8
1.05
1.11
‑0.0032
4.3
0.30
0.32
‑0.0009
3.9
1.05
0.99
0.0029
7.5
0.30
0.47
‑0.0083
7.8
1.05
1.30
‑0.0128
10.1
0.30
1.33
‑0.0512
10.2
1.05
2.12
‑0.0536
(mg/l)
(mg/l)
(mg/g)
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4. 今後の展望
1) 本論文においては，竹炭の有する硝酸イオンの吸着能とその機構をほぼ解明したと言える
が，その他の吸着質に対する吸着能は未解明な部分が多く残っている。特に比較的低い温度
（400℃）で炭化した竹炭表面には酸性官能基が存在すると考えられ，陽イオン吸着能を有し
ている可能性が高い。特にアンモニウムイオンに関しては pH の上昇によるアンモニアスト
リッピングによる除去も可能であり，吸着除去と合わせて高い除去能を発現する可能性があ
り，十分な実験が求められる。また，重金属類に関しては路面排水中にも多く含まれている
ことから，選択的な吸着をするのであれば，非常に有用な吸着剤として利用が可能である。

2) 本論文において，糸島地域における竹林の分布図を作製した。竹林の分布図は NPO 法人等の
竹林の伐採・管理活動を行っている団体からの強い要望があり，今後はより解像度の高い航
空写真や衛星画像による竹林の分布図を作成することも求められる。特に，放置竹林がどの
程度増加しているかに関しては，官・民ともに重要な情報となり，竹林の分布の経時変化を
把握することは重要である。また，竹林のポテンシャル算定方法も原単位に頼るところが大
きく，実際の放置竹林の植生状況も十分に検討する必要がある。

調査デー
3) 本論文において，路面排水調査及び灌漑排水調査を行った。路面排水調査に関しては，
タを蓄積していくことで流出機構の解明につながると考えられる。また，単一の調査地点だ
けではなく，道路の形状，交通量等が異なる地点において調査を行うことで，より流出機構
を把握しやすくなり，汎用性のある路面排水流出モデルの構築につながる。また，灌漑排水
に関しては COD,TN，TP のみの水質データしかなく，溶存態水質のデータが必要である。また，
取水・排水量の測定を水位計を用いることでリアルタイムで把握し，より精度のよい水収支
を算定することも重要である。

4) 本論文においては路面排水流出－吸着モデルを構築したが，モデルの解析単位時間は 1 時間
であり，十分にファーストフラッシュの挙動をとらえているとは言い難い。これはモデルに
用いた入力データが時間降雨量であることに起因するものであり，調査時の降雨データ及び
年間の降雨データを 5-10 分間隔程度で記録することで，より再現性の高いモデルの構築が可
能となるであろう。また，吸着モデルに関しても，本論文のモデルは初期濃度と前時間まで
に竹炭に吸着されている吸着量のみしか考慮されておらず，pH，吸着速度，吸脱着ヒステリ
シス，温度，他の汚濁物質濃度による阻害等，様々な因子が吸着に寄与しており，感度の高
い因子をモデルに組み込むことで，より現実に近い予測が可能となり，具体的な負荷削減対
策を講じることができるだろう。
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