
669科学富士川流域の泥サンプルの分析から

	背景

凝集剤は固液分離の促進剤としてあらゆる産業
で用いられ，生産的な現代社会において必須の薬
剤である。凝集剤の多くは石油由来の物質であり，
これらの高い毒性と生分解性の低さにより，凝集
物である汚泥は産業廃棄物として焼却処理されな
ければならない。

	方法

（1）泥サンプルの採取
泥サンプルは凝集剤残留の恐れが強い以下の 2
地点で採取された。
①山梨県が 2019年 6月に撤去完了宣言した不
法投棄現場付近
②不法投棄現場から約 30 km下流の富士川本
流中下流域（同県南部町）
本稿では①を「投棄現場泥」，②を「中下流域

泥」と記す。各泥サンプルは，ゴミの除去のため
表面から 3 cmほどを掘り返した後に，およそ 80 
cm四方の範囲から 20 kg相当が掘削採取された。
どちらも暗い灰色の粘土質～砂質でほぼ無臭であ
った。

（2）熱水抽出と濃縮
泥サンプル 200 mLと水 1 Lを 175 rpmで攪拌
しながら加熱し，沸騰後 5分間，加熱攪拌を続
けた。加熱攪拌を止め，5分間静置して粗粒子を
沈降させた。生じた液体を減圧ろ過し，淡黄色の
抽出液を得た。この抽出液 20～25 L分を煮詰め
て 50 mLほどに濃縮した。これを「抽出濃縮
液」として FTIR試験に供した。

（3）粗精製（Na2SO4による塩析）
15 L程の抽出液を 1 L程度まで煮詰めた
ところで，一部を取り出して攪拌下で Na2SO4

を加えた。攪拌を止めてしばらく静置したところ，
半透明の脆いゲル状の物質が析出した（図 1）。こ
れを遠心分離（10000 rpm，5分）し，得られた沈殿物
を蒸留水で 3回すすいだ後に 105℃で加熱乾固
した。乾燥物を乳鉢で磨砕した。これを「抽出液
析出物」として FTIR試験に供した。

（4）フーリエ変換赤外分光分析（FTIR）
全反射測定法（ATR）でフーリエ変換赤外分光分

析（FTIR）を行った（測定波数域 550～4000 cm-1，分解能 16 

cm-1，積算回数 128回）。抽出濃縮液の測定の際は，
液滴からの水分の蒸発が完全に収束してから積算
を行った。
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図 1―泥サンプル抽出液から析出したゲル状物質
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	結果

（1）泥の水中での挙動
凝集剤が含まれない場合は，泥の粒子同士は水
中でせん断力を与えられると容易に脱着するが，
凝集剤が含まれる場合は，上記の環境下であって
も粒子同士は集合した状態を維持する。薬さじに
載せた泥サンプルを水中で揺り動かしながら観察
したところ，投棄現場泥と中下流域泥のどちらに
おいても，脱着されて崩れ落ちる泥の粒子の中に，
房状に集合した泥の粒子が存在することが確認さ
れた。この房状集合体をほぐしたところ，房の
「穂軸」に相当する固形物は残らなかった。これ
は，「穂軸」が木の根やホコリなどの強靱な繊維
ではなく，高分子物質が弱く会合したような繊維
であることを示唆する。さらに，嫌気的な環境で
あるにもかかわらずほぼ無臭のサンプルであった
ことは，菌体外高分子の発生よりも人為的な高分
子物質の添加を肯定する。

（2）IRスペクトル
分子を構成する原子同士の結合は光のエネルギ
ーを吸収して振動する。結合を構成する原子同士
の組み合わせ，結合の種類，隣接する官能基の影
響などによって結合の固有振動数が決定され，吸
収される光の波数が異なる。したがって，ある分
子に対して光を照射し，透過・反射，または吸収
した光の波数ごとの強度を示した図（スペクトル）は
分子固有のパターンを有する。吸収スペクトルの
波形における極大値はピークと呼ばれ，ピークの
出現位置から測定対象が有する官能基の種類を推
定する。FTIRは分子構造の推定のために広く用
いられている科学的手法の一つである。
図 2に投棄汚泥の生産の際に使用したとされ

る凝集剤（凝集剤 A，凝集剤 B，凝集剤 C），投棄現場泥
および中下流域泥のそれぞれにおける抽出濃縮液
と抽出液析出物の赤外吸収スペクトル（IRスペクト

ル）を示す。
凝集剤の IRスペクトル　凝集剤 Aと凝集剤 B
のスペクトルの形状には類似点が多かった。共通

し て 3344 cm-1，3193 cm-1付 近，2943 cm-1，
2935 cm-1，2860 cm-1付 近，1653 cm-1付 近，
1610 cm-1付 近，1446 cm-1，1350 cm-1，1327 
cm-1付近にピークを有し，それぞれ O-H伸縮
振動，N-H伸縮振動（Amide A），C-H伸縮振動，
N-H伸縮振動（Amide B），CH2対称伸縮振動，
C=O伸縮振動（Amide I），C-N伸縮振動（Amide II），
CH2はさみ振動，O-H変角振動，N-H変角振動
（Amide III）に帰属された。これらのピークはポリ
アクリルアミドの存在を強く示唆し，ともにアニ
オン性ポリアクリルアミド系ポリマーとされる製
品情報と一致した。凝集剤 Aには，1739 cm-1

の C=O伸縮振動のショルダーピーク，1558 
cm-1の COO- の非対称伸縮振動のピーク，1404 
cm-1の隣接カルボキシ基が影響したと考えられ
るより低波数の C-H変角振動のピーク，1169～
1126 cm-1の C-N伸縮振動および硫酸イオンの
伸縮振動のブロードピークが存在した。一方で凝
集剤 Bには痕跡的な 1558 cm-1の COO- の非対
称伸縮振動のピーク，1415 cm-1の隣接アミド基
が影響したと考えられるより高波数の C-H変角
振動のピーク，1188 cm-1と 1119 cm-1の C-N
伸縮振動のピークが存在した。これらの相違はア
クリルアミドの加水分解率や製品中の混合物の種
類と量の違いによるものと考えられる。
凝集剤 Cのスペクトルには O-H結合を示唆す
る 3367 cm-1のピーク，C-H結合を示唆する
2943 cm-1，2873 cm-1，1473 cm-1のピーク，
C-N結合を示唆する 957 cm-1のピークが確認さ
れた。1639 cm-1のピークは芳香環由来の C-H
変角振動あるいは C=Oの伸縮振動であると帰属
された。
泥サンプルの IRスペクトル　投棄現場泥抽出濃
縮液と中下流域泥抽出濃縮液のスペクトルは互い
に非常に類似した形状になった。3387 cm-1付近，
2958 cm-1，2937 cm-1付 近，2858 cm-1，1766 
cm-1付近，1600 cm-1付近，1350 cm-1付近，
1100 cm-1付近，1000 cm-1付近にピークが存在
し，これらはそれぞれ O-H伸縮振動，C-H伸縮
振動，N-H伸縮振動（Amide B），CH2対称伸縮振動，
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カルボキシ基由来の C=O伸縮振動，C-N伸縮振
動（Amide II），O-H変角振動，C-N伸縮振動およ
び硫酸イオンの伸縮振動，C-O伸縮振動に帰属
することができる。低波数域において，抽出濃縮
液のスペクトルは凝集剤のスペクトルに比べて，
ピークがブロード化し，小さなピークを除くと，
大 ま か に 1600 cm-1付 近，1350 cm-1付 近，
1100 cm-1付近の 3つのピークが存在するのみで
あり，スペクトルの複雑性が失われている。これ

は構造のよく似た無数に存在する夾雑成分のスペ
クトル同士が重なりあい，互いに「谷」を埋めあ
ってピークが平均化されたためである。これらの
ブロードピークの出現位置は，上記の凝集剤のス
ペクトルの各ピークの出現位置を網羅的に内包し
ているため，これらのデータは抽出濃縮液中に凝
集剤成分が含まれることを否定できない。
より確実に凝集剤成分の存在を証明するために
は，混合物中からの凝集剤成分の精製が必要であ

図 2―泥サンプルと凝集剤の IRスペクトルの比較
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る。そこで，Na2SO4を用いて塩析させたゲル状
沈殿の FTIR測定を行ったが，投棄現場泥，中下
流域泥のどちらも塩析の際に使用した Na2SO4由
来と思われる硫酸イオンの伸縮振動に帰属される
ピークが観測されるのみであった。これは沈殿中
に含まれる凝集剤成分が硫酸イオンに比べて格段
に微量であることを示唆する。したがって，目的
成分の検出には，透析などで高分子成分を分画す
ることや，より精度の高い測定手法を用いること
が必要である。これらに関しては今後の課題とし
たい。

	総括

一般に凝集物からの凝集剤の脱着は困難である
とされる。今回の実験は挑戦的であった。加熱を
伴う抽出と濃縮によって高いエネルギーコストを
かけたが，凝集剤成分の明確な検出までには十分
でなかった。この結果は，凝集剤成分の存在を肯
定する立場から捉えると，一度環境中に放出され
た凝集剤成分の検出の困難さを表していると考え
ることができる。凝集剤を含む汚泥は適正に管理
され，焼却処理されなければならない。しかし，
ここで経営者にとってのジレンマが生じる。莫大
な汚水の減容による廃棄物の処理コストの削減や
濁りによる環境汚染の防止に対して凝集剤は必須
であるためその使用を減らすことはできないが，
地球温暖化対策のために増大した焼却に伴う
CO2排出コストを削減したい　――　。今後地球温
暖化対策がますます強化される中，焼却処分に対
するこうした心理的な障害は増大し，そしてその
障害は汚泥の不法投棄を助長するリスクとなり得
る。立ち止まって考えると，凝集剤という工業製
品にはこうした構造上の問題があるのではないだ
ろうか。しかし，環境に放出可能であり，工業的
使用に適した性能をもつ凝集剤が存在すれば話は
変わる。その開発は決して夢ではない。実際に，
石油由来の凝集剤からの脱却，安全で高性能な凝
集剤の開発が求められてから久しく，その開発に
関する多くの研究が存在するが，現状としてコス
トパフォーマンスの面で石油化学製品には及ばず，

未だに「天然由来の無毒で生分解性を有する高性
能な凝集剤」の開発は達成されていない。タイム
リミットは迫っている。持続可能型社会の実現の
ため，凝集剤開発は加速していかなければならな
い。


