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論 文 内 容 の 要 旨 

河川や湖沼などの水道水源に存在する主にフミン質に代表される天然有機物は集水域に分布している森林や

農地の土壌から溶出する混合有機物である。その組成と性状は土壌の種類や土壌と接する水の pH などによって

異なり，水質安全と浄水処理プロセスの構成と運転条件の最適化を図っていくためには，これまでに用いられて

いる全有機炭素や紫外部吸光度といった包括的な濃度指標の他に，新しい指標に基づいた評価が望まれる。一方，

既存の浄水処理システムにおける塩素消毒の副次生成物であるトリハロメタンの生成能を抑える効果も期待し

て，活性炭吸着処理を付加してより高度な浄水処理を実現する水道事業体が増えている。活性炭による水中有機

物の吸着容量と吸着速度は活性炭，有機物，水中共存物質の組合せによって決まるため，森林や農地の土壌から

溶出する天然有機物の性状を活性炭による吸着性から評価することも高度な浄水処理を考える上で重要になる。 

本論文における研究は，異なる森林・農地の土壌から溶出した天然有機物の物理化学的性状と活性炭吸着性の

相違を明らかにすることを目的とし，可児川の集水域に分布している森林と農地から，落葉広葉樹林 2 地点，針

葉樹林 2 地点，水田 2地点及び野菜畑 2地点の計 6地点で土壌を採取し，各々の土壌サンプルを対象にした天然

有機物の溶出試験と，従来の全有機炭素（DOC）と波長 260nm における紫外部吸光度（UV260）に三次元蛍光スペ

クトルと分子量分布を加えた性状評価，及び，原料（石炭と木質）と細孔分布が異なる 8 種類の活性炭による回

分式平衡吸着容量実験と改良型 Freundlich 吸着等温線モデルによる解析を通じて，(1) 異なる pH 条件（酸性，

中性，アルカリ性）における土壌中有機物の溶出ポテンシャルと土壌サンプルによる相違，（2）溶出した有機

物の組成と構成成分の定量方法，(3) 溶出した有機物の吸着強度と土壌サンプルによる相違，(4) 溶出した有機

物の吸着強度と活性炭性状との関連性をそれぞれ詳細に検討したものである。本研究の主な成果は以下の通りで

ある。 

 異なる pH 条件（酸性，中性，アルカリ性）における土壌中有機物の溶出ポテンシャルと土壌サンプルによる

相違については，土壌から溶出した DOC による有機物の濃度，土壌の有機物含有量に対する有機物溶出量の割合

で表される土壌中有機物の溶出ポテンシャルは，土壌と接触する水の pH によって異なり，酸性と中性に比べて

アルカリ性の方で著しく高いこと；農地土壌に比べて，森林土壌における土壌中有機物の溶出ポテンシャルが高

く，溶出し易いこと；森林土壌の中，落葉広葉樹林の土壌の方が針葉樹林域の土壌に比べて有機物の溶出ポテン

シャルが高く，溶出しやすいことが明らかになった。 

土壌から溶出した有機物の組成について，UV260/DOC の比，三次元蛍光スペクトル，分子量分布（UV260 によ

る検出）による比較検討の結果，異なる pH 条件で森林土壌から溶出する有機物中の芳香族化合物の相対的存在

割合は異なり，その値が中性 ＞ アルカリ性 ＞ 酸性の順で低下すること；溶出した蛍光性有機物は主にフミン

酸，フルボ酸，タンパク質様物質から構成され，フミン酸はアリカリ性側，タンパク質様物質は酸性側でそれぞ

れ土壌から多く溶出すること；UV260 で示す土壌溶出有機物の分子量からみた相違が大きく，酸性側の場合に比

べて中性側とアルカリ性側の場合の方で分子量約 10000 Da 程度の大きなフミン酸が多く含まれるため，土壌か

ら溶出した有機物全体の平均分子量が大きく，分子量による構成成分の相違は比較的小さいことが明らかになっ

た。また，溶出した蛍光性有機物のうちタンパク質様物質は活性炭によって吸着され難いことが確認され，この

現象を利用して同物質群の濃度を蛍光強度から有機炭素濃度として推定する相関式を見出し，従来のフミン酸濃
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度の推定手法と合わせて，有機物全体をフミン酸，フルボ酸，タンパク質様物質に分けて定量的に評価する方法

を提案した。この方法を用いて，中性条件で森林土壌と農地土壌から溶出したフミン酸，フルボ酸，タンパク質

様物質の濃度を推定し，全 8 地点の土壌サンプルにおけるこれらの 3 物質の濃度割合はそれぞれ 12.4-45.1 %，

25.0-68.9 %，3.2-25.1 %の範囲内で土壌によって異なっていることを示した。 

溶出した有機物の吸着強度と土壌サンプルによる相違については，有機物を構成する 3物質の中，フミン酸は

吸着され易く，タンパク質様物質は最も吸着され難いこと；3 物質の吸着強度は森林土壌に比べて農地土壌の方

が高いこと；DOC で示す全有機物の吸着強度は森林土壌では 2.7 倍ほど，農地土壌では 1.3 倍ほど異なることが

明らかになった。 

最後に，溶出した有機物の吸着強度と活性炭の性状との関連性について検討し，有機物の吸着強度は活性炭の

性状によって異なり，有機物中に最も吸着され難いタンパク質様物質は木質系活性炭の方が石炭系活性炭に比べ

て吸着効果が若干高いこと；フミン質とタンパク質様物質の吸着はそれぞれ孔径 3 nm 以上と 3 nm 以下の細孔が

発達している活性炭の方が有効であることが示唆された。 

 

論文審査結果の要旨 

本論文は，異なる森林・農地の土壌から溶出した天然有機物の物理化学的性状と活性炭吸着性について，三次

元蛍光スペクトル，分子量分布，原料や細孔分布の異なる活性炭による吸着強度などから詳細に検討し，水質管

理と高度浄水処理に有用な知見を多数見出しており，学術と応用の両面において水質工学及び浄水処理工学への

寄与が大きいと評価されることから，博士（工学）の学位論文に適合しているものと判定した。 

 

最終試験結果の要旨 

学位審査委員会は，提出論文の基礎となる発表論文（査読付論文 2 編）の内容を確認し，2 月 17 日（金）に

開催された学位論文公聴会における論文提出者との質疑応答，その後の口頭試問などに基づき慎重に審査した結

果，最終試験に合格と判定した。 
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