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１．はじめに

　近年、土壌中に含まれる微生物の代謝活動を利用し
た地盤の固化改良技術が注目され、国内外において研
究開発が進められている1）2）3）4）。この技術は、微生
物が活動する際に発生する二酸化炭素と土砂中のカル
シウムとが反応することにより、炭酸カルシウムが発
生することを利用したものである。地盤中の炭酸カル
シウムの量が多いと強度が大きくなるとされている5）こ
とから、微生物の代謝活動を高めて炭酸カルシウムを
多く発生させれば、軟弱な土砂を固化できる可能性が
ある。
　そこで、北海道に広く分布している泥炭について、
施工現場に既に生育している微生物を利用して，泥炭
を固化させる試験を行った。本報告は、この試験結果
を紹介するものである。

２．微生物の代謝活動を利用した固化技術

　微生物の代謝活動を利用した固化改良技術には、シ
リカ法4）、炭酸カルシウム法6）などがある。この二つ
の地盤改良について固化メカニズムを示す。

２．１　シリカ法

　シリカ法は、地盤中にシリカ化合物を注入して地盤
を改良するものである。シリカ化合物は、中性領域を
中心にして弱アルカリ～弱酸性の範囲で固化が進む。
微生物の代謝により地盤が弱アルカリ～弱酸性にな
り、シリカ化合物の中和反応が進むと、地盤が固化す
る。

２．２　炭酸カルシウム法

　炭酸カルシウム法は、微生物の代謝により発生する
二酸化炭素と土の間隙中のカルシウム源とが反応し析
出する炭酸カルシウムにより、地盤を固化させる技術
である。炭酸カルシウムは析出する際に土粒子同士を
結合させる働きがあり、土の強度が増加する。

３．泥炭の固化の適用性

　改良の対象とした土砂は、北海道の平野部面積の6
％を占める泥炭7）である。この泥炭に対して，炭酸カ
ルシウム法による微生物固化実験を行った。
　本実験におけるカルシウム法では、二酸化炭素を供
給するために尿素を、カルシウム源としてカルシウム
化合物を投入した。尿素の加水分解により二酸化炭素
が発生するが、この反応速度を高める酵素としてウレ
アーゼがある。改良の対象とする土砂にウレアーゼ活
性を有する微生物が生息していれば、炭酸カルシウム
の析出量が多くなり、対象土の強度が大きくなると考
えられる。
　そこで、泥炭に含まれる微生物のウレアーゼ活性を
調べた。ウレアーゼ活性は、クリステンゼン培地によ
る方法8）より求めた。この方法は、培地がアルカリ性
になると赤変することを利用したもので、培地中の尿
素がウレアーゼ活性を有する微生物により加水分解さ
れると、二酸化炭素とアンモニアが生成される。アン
モニアはアルカリ性であるため、培地が赤変すればウ

図－１　泥炭の分布と採取箇所（参考文献9）に加筆）
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レアーゼ活性があることを示す。図－1に示す14箇所
においてウレアーゼ活性試験を行ったところ、すべて
の泥炭で培地が赤変した。ウレアーゼ活性を持つ微生
物が北海道の泥炭内に普遍的に生息しているといえる。

４．泥炭の固化試験方法

４．１　実験の目標強度

　泥炭は、高有機質で軟弱な土質特性を有するため、
道路や堤防などの盛土材として利用するためには固化
材により改良しなければならない10）。しかし、泥炭の
土質では多量の固化材を要する。
　そこで、この泥炭を運搬可能な程度まで固化してか
ら、固化材により改良することにより、使用する固化
材量を低減できることから、低環境負荷、低コストな
改良が可能となると考えた。
　以上より、泥炭の改良目標を運搬可能な強度11）であ
る一軸圧縮強さ50kN/m2とした。

４．２　泥炭の固化実験

　ウレアーゼ活性を確認できた泥炭のうち江別太（写

真－1）について微生物代謝を利用した固化実験を試み
た。江別太の物性値を表－1に示す。江別太は、約550
％の高含水比であり、このままでは微生物を利用した
固化が困難と考えられたことから、ある程度まで含水
比を低下させてから尿素と塩化カルシウムを混合した。
泥炭中の水分量に対して尿素は10％、塩化カルシウム
は20％混合した。

表－1　江別太の基本物性値

表－2　固化実験の配合

写真－1　実験に用いた江別太の泥炭

塩化カルシウムを加えると、より酸性化すると考えら
れたので、pHを調整するためにアルカリ性を示す重曹
を20g 混合した。また、ウレアーゼ活性が低いと固化
しないことも考えられたので、ウレアーゼ活性を高め
るため、なた豆由来の酵素（ウレアーゼ）を加えたケー
スも設定した。
　微生物による固化実験の配合を表－2に示す。各配
合において、地盤工学会基準「安定処理土の締固めを
しない供試体作製方法」13）により，直径5cm，高さ10cm
の供試体を作製し、20℃で養生した。供試体を作製し
てから1か月後と4か月後に一軸圧縮強さを測定した。
また、一軸圧縮強さに関係する炭酸カルシウム含有量
を簡易的に測定した。これは、炭酸カルシウムが酸に
よって溶解した場合に、塩化カルシウムと二酸化炭素
ガスを発生することから、二酸化炭素ガス圧を測定す
る14）ことにより、炭酸カルシウムの含有量を推定する
ものである。

　微生物による固化では、pHが中性域～弱アルカリ
性域の場合にその効果が良好である12）。酸性の泥炭に

５．試験結果

５．１　改良土の一軸圧縮強さ

　供試体を作製してから、1か月、4か月後の一軸圧縮
強さを図－2に示す。一軸圧縮強さは2供試体の平均値
である。なお、全ての配合で、供試体作製時には自立
しなかった。
　①、②、③は、ウレアーゼを混合しない配合である。
1か月後と4か月後の一軸圧縮強さは非常に小さく、時
間経過による強度の変化はみられなかった。
　④はウレアーゼ活性を高めるためにウレアーゼを
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　さらに、図－5に示す試薬の炭酸カルシウム量とガ
ス圧との関係から、④の供試体では、10g の試料中に
1か月後で0.9g、4か月後で1.1g の炭酸カルシウムが析
出されたと推察される。
　これより、泥炭中の微生物にはウレアーゼ活性があ
り、尿素が加水分解し炭酸カルシウムの析出を促進で
きれば、泥炭を固化できる可能性があるといえる。
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５．２　二酸化炭素ガスの発生量

　供試体を作製してから、1か月、4か月後の二酸化炭
素ガス圧を図－3に示す。ガス圧は、一軸圧縮強さを
測定した供試体のうちの1供試体から採取した2つの試
料10g について測定し平均したものである。供試体作
製時にはガスの発生は確認されなかったが、各配合で、
1か月および4か月経過後の供試体においてガス圧が生
じ、炭酸カルシウムが析出したものと考えられる。な
お、1か月後、4か月後に強度発現が顕著であった④で
は、比較的大きなガス圧が確認された。

　次に、二酸化炭素ガス圧と一軸圧縮強さの関係を図

－4に示す。ばらつきが大きいものの、二酸化炭素ガ
ス圧が大きくなるほど一軸圧縮強さも大きくなる傾向
がある。
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混合した配合である。一軸圧縮強さは、1か月後で
25kN/m2、4か月後で53kN/m2となり、ウレアーゼを
混合することにより強度発現し、時間が経過すること
によって強度が増加する傾向が見られたことを確認し
た。ウレアーゼ活性を高めることにより、運搬可能な
強度（50kN/m2）まで改良することができた。

図－2　1か月後、4か月後の一軸圧縮強さ

図－3　1か月後、4か月後の二酸化炭素ガス圧

図－4　二酸化炭素ガス圧と一軸圧縮強さ

図－5　炭酸カルシウム量と二酸化炭素ガス圧

　今回の試験結果を踏まえると、炭酸カルシウム法に
よる微生物の代謝を利用した固化では、1g を超える
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炭酸カルシウムを析出できれば、目標とした一軸圧縮
強さ qu=50kN/m2を確保できる可能性があるといえ
る。ただし、泥炭の含水比は一般的な土砂よりもかな
り高く、必ずしもこの量で目標値を満足できないこと
も考えられることから、今後もデータを増やして検討
したい。

５．まとめ

　本試験では、微生物を利用した泥炭の固化実験とし
て、含水比を低下させた後に炭酸カルシウム法により
泥炭の固化を行った。その結果、微生物の代謝活動を
促進する材料を泥炭と混合して養生することにより、
運搬可能な強度である qu=50kN/m2を得ることができ
た。これらの結果をまとめると次のことがいえる。
　調査した泥炭のすべてでウレアーゼ活性を示す微生
物の存在が確認できた。また、ウレアーゼの混入によ
り強度発現を確認した。さらに，強度発現が少ない場
合においても，炭酸カルシウムの析出が確認できた。
これらのことから、泥炭中に元来存在する微生物によ
り、泥炭を固化できる可能性がある。
　なお、本研究では、北海道の中でも限定された地域
の泥炭を対象としているため、北海道全域で産出する
泥炭を固化できるか明らかではない。しかし、調査し
たすべての泥炭でウレアーゼ活性を確認できたことか
ら、微生物による泥炭固化技術の確立が期待できる。
　微生物には、細菌、放線菌、真菌などの種類があり、
どの種類が固化に影響を与えるかまだ不明である。今
後、北海道各地の泥炭に含まれる微生物の種類を調べ
るとともに、固化前と固化後での微生物の種類や数の
違いを把握し、泥炭の改良に適した微生物を確認した
い。
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