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優　秀　賞 
氏名（団体名） 

渡辺亮一・浜田晃規・古賀義明・古賀雅之 

（福岡大学水循環・生態系再生研究所） 

住所 

〒814-0180 福岡市城南区七隈 8丁目 19番 1号 

連絡先 

電話 092-871-6631（携帯 090-7468-9558）  mail:wata@fukuoka-u.ac.jp 

技術名 

フルボ酸鉄シリカ資材を用いた干潟浄化

目的（背景） 

 福岡大学水循環・生態系再生研究所では 5 年前からコヨウ株式会社と共同で底質浄化効果が期待されているフルボ

酸鉄シリカ資材に注目し実証研究を繰り返してきている．本技術提案では，熊本県玉名郡長洲町沿岸干潟でのヘドロ

浄化に伴うアサリ等の二枚貝類への影響を把握するために，現地に資材を施工した箇所（実証区 2000 ㎡と対照区

400m2：現在実証区を拡大しその効果をモニタリング中）でコドラート調査等を行い，二枚貝の生息に与えるフルボ酸

鉄シリカの影響を把握し，投入に伴う環境修復効果を実証することを目的とし，実証研究を実施している． 

技術提案の概要 

 今回の実証研究に用いたフルボ酸鉄シリカ資材の現場で

の設置状況を写真 1 に示す．使用したフルボ酸鉄シリカ資

材(1袋 15㎏)は，フルボ酸鉄浄化資材 7.5ｋｇ，海砂 7.5kg

を生分解性の袋に入れたもので，一袋 15㎏である．フルボ

酸鉄シリカ資材は，環境改善に不可欠なフルボ酸鉄を多く

含んだ製品であり，フルボ酸鉄シリカ資材の特徴は，主に木

クズ・下水汚泥・食品腐敗物等のリサイクル原料の発酵処理

品とシリカ・鉄からなる添加物を混合し，人工的に容易に,

安価に製造できるところにある．また，この資材中にはフル

ボ酸鉄・可溶性シリカ・リンが含まれており，環境改善に必

要な成分が含まれている．これまでに現地での実証実験として，佐賀県伊万里市瀬戸町沿岸干潟では，今回使用する

フルボ酸鉄資材と同じ資材による底泥環境改善の実証実験が，2012 年 10 月 17 日(水)～12 月 13 日(木)にかけて行わ

れた.その結果，フルボ酸鉄資材による干潟の調査地点における地盤高の低下，底泥の強熱減量・有機炭素量の減少が

確認された．また，2013年～2014年にかけて有明海に面する福岡県柳川市橋本町沿岸干潟において，同じ資材を用い

たヘドロの浄化実証実験を行い，底泥の泥分率や有機物量の減少傾向が顕著に見られ，この観測期間の干潟地盤高は

最大で約 20cm程度低下することが確認された．また，持ち帰った底泥のコアサンプル分析結果より，特に底泥表層で

の含水比・泥分率・強熱減量・有機炭素量の減少より，底泥の浄化が進んでいることが確認された．更に，2015 年 7

月に開始した長洲町干潟においてはフルボ酸鉄シリカ施工区内においてアサリの生息量が回復していることを確認し

ている． 

期待できる成果、特徴 

底質浄化およびアサリの生息量回復 

下水汚泥を用いて資源の地産地消が可能 

安価な浄化剤を用いた干潟改善 

特許等 

「可溶性シリカを含んだフルボ酸鉄含有物の製造

方法」 特許第６００７４４６号（H28.9.23) 

「水質改善方法及び貝類生育促進方法」 

(No.350、FU-298) 

出願中 

写真 1  干潟に設置したフルボ酸鉄シリカ資材
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氏名（団体名） 

NPO 法人日本環境監視協会 

住所 〒810-0041 

福岡市中央区大名 1丁

目 2－15 ４－B 

連絡先 〒811-4163 宗像市自由ヶ丘 7丁目 4－16 山本千裕 

電話 090-6778－6812 E－mail:  wolfram74@jcom.home.ne.jp 

技術名 

底泥間隙水中の硫化物簡易測定による有明海底質環境の評価 

目的（背景） 

底泥中の硫化物(硫化水素)濃度は底質悪化の指標として極めて重要な項目と考えられている。有明海

では二枚貝の斃死原因、貧酸素水塊の生成などにも深く関与していると考えられ、多くの研究機関で

硫化物の測定が実施されている。硫化物の指標としては測定操作が比較的簡便な酸揮発硫化物（AVS）

が広く用いられている。しかし AVS は、硫化鉄など難溶性で環境に与える影響が小さい物質も測定さ

れるため環境に与える影響を論議する指標としては欠陥があることを多くの研究者から指摘されて

いる。一方、溶存硫化物だけを測定するためには煩雑な手順と技術を要することからその測定例は多

くない。溶存硫化物の簡易測定法として、イオン選択電極を用いた方法、特殊な方法で嫌気的に金属

硫化物として固定して分析する方法などが提唱されているが、経費の面や技術面でだれでも簡便に扱

えるものではない。筆者らは、微生物による環境改善効果を評価するため底泥中の溶存硫化物を簡易

に測定する技術を開発した。この技術を有明海の底泥に応用し、環境改善事業等の効果把握など有明

海の再生に有効な情報を得ることを目的とした。 

賞
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技術提案の概要 

溶存硫化物の簡易な測定方法として、共立理化学研究所（株）よりパックテスト®（硫化物）が

市販されている。これは公定法（JIS K0102）にも定められているメチレンブルー吸光光度法の反応

を応用したもので海水でも安定した測定が可能である。またパックで分析するため技術や分析機器は

必要とせず誰でも簡易に硫化物の概略濃度を知ることができる。 

問題点は間隙水を採取する際に空気に触れると硫化物は空気中の酸素によって容易に酸化し測

定できなくなることである。このため、サンプルの取り扱いには嫌気的な処理が必要とされる。この

部分のハードルを下げることができれば誰もが簡便に溶存硫化物の測定が可能となると考えた。 

軟泥から水を吸い出す土木工法であるペーパードレーン工法からヒントを得て紙による間隙水

の採取を考えた。この結果、濾紙を装着した使い捨てスポイトを用いて底泥に直接挿し、濾過しなが

ら間隙水を採取する方法を考案した。スポイトの中はあらかじめ窒素ガスを封入して採取された硫化

物の酸化を防止する工夫を行った。(図 1、図 2) 

使用の際は、袋から取り出し底泥サンプルにろ紙部を挿入しながらピペットをつまみ。挿入後に指を

離すと自動的に間隙水が採取される。（図 3、図 4） 採水に要する時間は底質によるが 5 分～20 分

で分析に必要な 1.5ml 以上の間隙水が得られる。採取したサンプルは、パックテストの特徴である 

手早い分析操作を行うことにより、空気中の酸素の影響をほとんど受けずに硫化物濃度を測定でき

る。 

図 2 製品化した間隙水採取スポイト 

スポイトの先端は公定法（JIS K0102）
の規定に準じ定量濾紙（5Ｃ）を加工し
たもの装着。ガスバリア性能のあるラミ
ネート袋に脱酸素剤とともに封入、ピン
クの小粒は酸素検知剤で品質管理用とし
て挿入。開封後はできるだけ速やかに使
用に供する。
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図 4 エクマンバージ採泥器採取サンプルからの採水 

図 5 採取後のろ紙部には水分を搾られたヘドロが付着し

ている 

図 6 採取サンプルは直ちに、サンプルカップ

に移しパックテストの手順に従い発色させる。

スポイトから取り出し他サンプルはできる限

り短い時間で分析操作を行う。 

図 7 発色させたサンプル は比色表や吸光光度計で測定

する。5ppm を超える高濃度サンプルは発色が不安定にな

るため、無酸素水で定量的に希釈して発色させる。(左の発

色チューブは希釈したもの) 
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期待できる成果、特徴 

データが現場でほぼリアルタイムで得られること。 

少しの練習で、誰にでも間隙水硫化物の分析が可能である。(図 5～図 7) 

分析に要する費用も 1サンプル当たり 200 円程度と比較的低廉である。 

分析に要する時間はサンプリング時間を除けば 1試料につき 3分程で完了

しスクリーニング調査などの大量サンプル処理が可能となる。(図 8) 

判明した主な点 

1．AVS との相関はあるが、AVS とは性質が異なる尺度であること。

2．例えばアオサが堆積するだけでその直下と堆積のない周辺では値が大き

く異なるなど環境条件に敏感に反映する。 

3．AVS に比べ季節変化が大きい。 

期待できる効果 

間隙水硫化水素について広範囲のスクリーニング調査が可能となり、環

境改善事業などの効率的な実施や新たな環境改善策の策定に有益な情報を

得ることを期待できる。 また漁業者や市民が自ら測定できるようになれ

ば、環境保全に対する意識も向上することも期待できる。 

特許等 

採水ピペット 

特許出願中 

特願 2015-245599 

図 8 博多湾でのスクリーニング調査例
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氏名（団体名） 

今井 剛（山口大学大学院創成科学研究科） 

住所 

〒755-8611 山口県宇部市常盤台 2-16-1 

連絡先 

電話 0836-85-9312 mail: imai@yamaguchi-u.ac.jp 

技術名 

底質中の導電性微生物を活用した電子授受機能の強化による有明海の貧酸素化抑制手法の開発 

目的（背景） 

内湾における貧酸素水塊の発生や酸揮発性硫化物（AVS）の増加が内湾の生物生息環境に与える影
響は極めて大きく、有明海を始め東京湾、瀬戸内海など各地で貧酸素水塊が発生している。米国のチ

ェサピーク湾を始め、海外においても同様である。また東南アジアなどの発展途上国の人口密集地域

に隣接する内湾でもその発生が甚だしい。湖沼では通年貧酸素水塊が存在する網走湖のような例も

あるが、我が国の内湾では通常夏季にのみ貧酸素水塊が発生する。 
これまでの貧酸素水塊発生に対する対策としては、下水道の整備、農業集落排水施設の整備、合併

処理浄化槽の設置等による流入負荷削減によるものが行われてきたが、これまでに長い年月をかけ

て蓄積した堆積物に対する対策については、現状では浚渫等の堆積物を物理的に除去するというよ

うな極めて高コストな対策しかないために、ほとんどなされていないのが現状である。 
以上の背景から、貧酸素水塊に対する抜本的な対策が必要とされている。特に、閉鎖性の高い有明

海のような内湾においてはその対策が急務である。そこで、本技術提案者は底層の堆積物中の酸化還

元電位（電子の流れ）に着目した。堆積物中では、酸素が存在する場合に堆積物表面からの分子拡散

により酸素が供給され、表層近傍で好気層を形成し、それ以深では酸化還元電位に応じて硝酸還元、

硫酸還元、メタン発酵等がみられる。この現象は、堆積物中の酸化還元電位の変化として表現するこ

ともできる。堆積物表層では 200-300mV、深部では-300mV以下の酸化還元電位を示すのが通常であ
る 1),2)。しかしながら、干潟における酸化還元電位は堆積物表面から数 cm で急激に変化する。干潟
や海底における堆積物中の間隙水は導電性の高い海水でありながら堆積物表面から数 cm の間で
600mV の電位差が発生している。これは、流れ得る電流の大きさからみて、海水が導電性の物質と
して機能しているのではなく、イオン化している物質の輸送が分子拡散のみによるか、あるいは、酸

化還元電位を生み出している物質や細菌（バクテリア）からの電子輸送が別の原因で抑制されている

ことを意味している。したがって、堆積物の嫌気層と好気層間で何らかの方法により電流を流れやす

くすれば、酸化還元電位差を小さくすることができ、それにより底質の浄化が可能になるとの着想に

至った。 
 そこで、本技術提案では、「微生物を“電池”として利用可能なシステムを構築し、その電極間をシ
ョートさせることにより底質（堆積物）中の酸化還元電位を上昇させ、貧酸素水塊の発生抑制につな

げること」のできる手法の開発を行うことを目的とする。なお、本提案技術により貧酸素水塊の発生

抑制と同時に底質の浄化を行うことが可能（同時進行する）である。 
 具体的には、人工的に導電性物質（酸化鉄、磁性鉄、鉄鋼スラグなど）を底泥内に混合するか、導

電性微生物を優占させてその生理特性を利用して電子輸送チャンネルを微生物学的に作り出すこと

で、夏季以外の季節において底質中で有機物の無機化を進行させ、夏季における貧酸素水塊の発生抑

制を可能にする。これにより、原位置における底質の浄化を実現すると同時に貧酸素水塊の発生抑制

を可能とし、もって有明海再生技術の一助となすことができる。 
 本研究で開発する手法は、これまで誰も着想していない方法で底質の有機物の無機化（浄化）を試

みるもので、電子の流れに着目して微生物を“電池”として利用可能な系を創出するものであり、ここ

　 　賞
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に高い独創性を有する。 
［文献］ 
1) Lars Peter Nielsen, Nils Risgaard-Petersen, Henrik Fossing, Peter Bondo Christensen, Mikio Sayama (2010) 
Electric currents couple spatially separated biogeochemical processes in marine sediment, Nature, 463, 1033-
1034. 1071-1074. 
2) Kenneth H. Nealson (2010) Sediment reactions defy dogma, Nature, 463, 1033-1034. 

技術提案の概要 
本技術提案は、これまで国内外で類をみない斬新な発想に基づく方法、すなわち「微生物を“電池”

として利用可能なシステムを構築し、その電極間をショートさせることにより嫌気化している底質

の酸化還元電位を上昇（図１を参照）させて有機物の無機化を進行させ、貧酸素水塊の抑制につなげ

ること」という全く新しい斬新な手法の技術提案を行うものである。 

 
図１ 本提案技術の模式図 

 
現在、科学研究費補助金「挑戦的萌芽研究：底質中の電子授受機能の強化による閉鎖性内湾の貧酸

素化抑制手法の開発」（H28-29）により、以下の内容の研究を実施している。 
 堆積物（底泥）微生物燃料電池を作成し、この機構により底質の浄化が進むかを確認した。これは

底泥、表層水のそれぞれに電極を設置し、それらを導線でつないだもので構成される。(図２) 
 

 
図２ 堆積物微生物燃料電池の概略 

底層水

溶存酸素

底層水

溶存酸素

底層水

溶存酸素

溶存酸素は底泥表
層の微生物までしか
届かない

導電性物質を底泥
中に配置する

溶存酸素（の電位）
が導電性物質を介
して底層の微生物ま
で届く

底泥 底泥 底泥
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堆積物微生物燃料電池中のアノード層（底泥中）で微生物が底泥に含有される有機物を嫌気分解

し、有機物から電子を得る。微生物は得た電子を有機泥中に存在する電子受容体（鉄や硫黄など）に

渡し、電子を受け取った電子受容体は還元体へと変化する(例えば Fe3＋→Fe2＋)。還元体のイオン拡散
（本技術提案ではこの部分を強化する）によってアノードに集電された電子は、電極間の電位差を利

用してカソードへ送られる。電子はカソード電極上で溶存酸素と H＋に受け渡され、H2Oが生成され
ることで電子が循環し回路が成立する。 
有機物の嫌気分解で還元され、アノード電極へ拡散した還元体はアノード電極に電子を渡す。この

ような電子伝達機能を持つ物質をメディエータ(M)という。図２中では還元状態と酸化状態のメディ
エータをそれぞれ M－，M＋と表す。アノードへの電子伝達機構は大きく分けて 2 種類ある。一つは
還元体がメディエータとして働き電子をアノードへと伝達する経路である。もう一つは、鉄還元菌

(Shewanallaなど)によるアノードへの直接的な電子伝達である。本技術提案ではこれらの 2つのメデ

ィエータを強化することによって、嫌気化している底質の酸化還元電位を上昇（図１を参照）させて

有機物の無機化を進行させ、貧酸素水塊の抑制を行うものである。

強化の方法としては、①還元体の導電性を向上させる方法として底泥に「酸化鉄、磁性鉄、鉄鋼ス

ラグなどの導電性物質を混入」させるもの、②発電菌とも呼ばれる導電性を有する菌（例えば上述の

Shewanallaなど）を優占させる条件を発見し、その条件を底泥内で実現できるような系（システム）
を考案すること、を試みる。以上により、嫌気化している底質の酸化還元電位を上昇（図１を参照）

させて有機物の無機化を進行させ、貧酸素水塊の抑制を実現する。

参考のために、以下にこれまでの研究成果を示す。 
干潟底泥を採取し実験室内にて堆積物微生物燃料電池を作成し、それを通電したものと通電しな

いものとで比較実験を行い、底質への影響を評価した。底泥の採取は山口湾（周防大橋付近）で行い、

表層の水は人工海水を用いた。底泥の強熱減量、間隙水の ORP、pH は以下の通りである（表１参
照）。 

表１ 採取した底泥の測定値 

採取した底泥をプラスチック容器に入れ、電極を設置して導線をつないだもの（閉回路：電流を通

すもの）、また比較のために、電極を設置して導線をつないでいないもの（開回路：電流を通さない

もの）を用意した(図３参照)。 

図３ 実験で用いた堆積物燃料電池の概要図 

ORP[mV] pH IL[%] 含水率[%]

44 7.15 3.5202 58.677

閉回路
開回路閉回路

6cm6cm3cm 3cm

10cm 10cm

-26-

江頭泰弘


江頭泰弘


江頭泰弘


江頭泰弘


江頭泰弘




閉回路と開回路を 1セットとして、それを 4セット用意した。各セットの経過期間を 7日間、50
日間、70日間、90日間（表２参照）とし、設定した期間が経過した時に閉回路、開回路の容器から
底泥を取り出し、底泥の測定を行った。底泥は、底質中のカーボンクロスから上下 1cm の範囲を採
取した。測定項目は電流，ORP，pH，強熱減量とした。 

表２ 各実験セットの実験条件 

電流は以下のように算出した。各セットの閉回路に抵抗（100Ω）をつなぎ、抵抗にかかる電圧を
データロガーにて測定・記録した。電圧の値からオームの法則より電流を算出した。ORP、pHの測
定は、採取した底泥から遠心分離によって間隙水を抽出し、抽出した間隙水を ORP 計、pH 計にて
測定した。強熱減量は、採取した底質の乾燥試料をマッフル炉にて 600℃、2時間で強熱し、測定し
た乾燥試料の質量と強熱後の試料の質量から強熱減量を測定した。 
実験結果の一例として、以下の図４に 50日経過後の電流の測定結果を示す。 

図４ 各閉回路の電流値 

グラフから各装置で電流が流れていることが確認できた。このことから底泥のアノードから底泥

外（上層海水）のカソードへと電子輸送が行われていることが確認できた。堆積物微生物燃料電池に

よって、底泥に蓄積している電子の受け渡し先を、電子受容体が豊富な場所（上層海水）へと輸送で

きることが可能であることが示された。なお、実験開始後 14日付近の電流値の低下については、表
層の水の蒸発による水位の低下を補うために、人工海水を投入したためであると考えられる。実験開

始後 0～50日の期間中で、20～40日は、安定して高い電流値が測定された。これは、20日までの間
に、分解した有機物から生成される電子をカーボンクロスへ直接渡すことができる微生物が増殖し、

カーボンクロスのまわりにバイオフィルムのようなもの（通電性の細菌群）が形成されたのではない

かと予測している。 
以上に示した通り、本技術提案は十分な実現可能性があると考えられる。 
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期待できる成果、特徴 

本技術提案により期待できる成果は、従来と異

なり底質を物理的に除去することなく、原位置に

てその浄化（底質中の有機物の無機化）を微生物

を電池として利用することにより実現すること

のできるシステムの構築を行うことである。また

特徴は、人工的に導電性物質（酸化鉄、磁性鉄、

鉄鋼スラグなど）を底泥内に混合するか、導電性

微生物を優占させ、その生理特性を利用して電子

輸送チャンネルを微生物学的に作り出すことで、

夏季以外の季節において底質中で有機物の無機

化を進行させ、夏季における貧酸素水塊の発生抑

制を可能にすることである。 

特許等 

・特許はなし

・科学研究費補助金「挑戦的萌芽研究：底質中の

電子授受機能の強化による閉鎖性内湾の貧酸素

化抑制手法の開発」（H28-29）を実施中（上記に結

果の一部を参考として記述） 
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