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1.1.1.1.    まえがきまえがきまえがきまえがき    

近年，環境汚染化学物質が水生生物の生態系に及ぼす影響に大きな社会的関心が払われている。古くから地盤改良工法

に適用されてきた薬液注入の材料についても，あらためてその安全性を確認する必要がある。薬液注の主成分は一般に水

ガラスであるが，各工法や企業において使用されている材料や配合は異なる。そこで，本試験では，当社が開発した「CurveX

工法」1）に使用する薬液注入材（中酸性系水ガラス）注）-1の海産生物に及ぼす影響を把握し，その安全性について検討し

た。 

 
2.2.2.2.方法・材料方法・材料方法・材料方法・材料    

海産生物に対する本薬液注入材の影響は，物理的および化学的な要素によるものがあると考えられる。したがって，固

化しない濃度までろ過海水で希釈した薬液希釈試験水と固化した薬液注入材を環境庁告示 46 号土壌汚染による環境基準

溶出処理法に準拠して得た溶出水を試験水として用い，広く行われている急性毒性試験（JIS-K0102）でその影響を評価

した。本試験の供試生物は，沿岸域に生息する魚類，貝類，藻類，プランクトンなどの計 9種類である。ここでは，影響

が懸念される海水中の薬液注入材によるｐH変化の測定結果，並びにアマモ草体，アサリ稚貝およびアサリ D型浮遊幼生

の暴露試験結果について紹介する。表-1 には各生物の暴露試験の条件を示す。 

    

    

3.3.3.3.結果・考察結果・考察結果・考察結果・考察    

薬液注入材を投入した海水のｐH変化は，濃度が高いほど投入初期のｐH低下も大きくなったが，中性域へ戻りも速か 

Application of liquefaction countermeasure by chemical grouting using horizontal directional drilling 
-bioassay of marine organisms (eelgrass and shortnecked clam)         B.K.Lim, H.Nakamura S.Suzuki (Kajima Corp.) 
                                                                 T.Mihara, M.Yokoo (Chemical Grout Co. Ltd.) 
                                                                 H.Akagi (Waseda University) 

生
物 

アマモ（草体） アサリ（稚貝） アサリ（D型幼生） 

1.薬液材料：主材（20%），硬化剤（2%），ｐH 緩衝剤（1%），固化促進剤（0.2%）と水（76.8%） 

  （緩結 SiO2:5.8%） 

2.試験期間：96 時間（24 時間毎に試験水全量換水） 

3.水温：20±1℃（恒温室内静置培養） 

4.ケース：溶出試験水，材料原液希釈試験水（0.01～10%）とろ過海水（対照） 

5.収容個体数：  10 個体/3 検体/ケース 約 3000 個体/3 検体/ケース 

6.照度：約 10000lux（16L8D） 約 1000lux（16L8D） 

条

件 

7.試験水量：       2L/検体 1L/検体 

測
定
項
目 

1.水質（水温，ｐH，DO と塩分） 

2.色相変化（日本園芸植物標準色票） 

3.中央葉伸長量と低成長株割合 

4.低成長株割合より半数影響濃度

（EC50）算出 

1.水質（水温，ｐH，DO，塩分） 

2.閉殻率およびへい死率 

3.試験後（96 時間後）の潜砂能力 

4.へい死率より半数致死濃度(LC50)

算出 

1.水質（水温，ｐH，DO と塩分） 

2.遊泳阻害およびへい死率 

3.へい死率より半数致死濃度(LC50)

算出 

表表表表----1111    各生物の暴露試験条件各生物の暴露試験条件各生物の暴露試験条件各生物の暴露試験条件 

注）-1：中酸性シリカゾルとも称し，商品名：Ecoryon（エコリョン） 
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った。また，溶出試験水のｐH も同様な傾向が見られ，作成 24

時間後 7.3 から 8.0 まで上昇する（図-1）。したがって，原液 1.0％

濃度の希釈水および溶出水のｐH 値は作成後 24 時間以上経過す

れば，水産用水基準値（7.8～8.5）の範囲内に収まる。  

生物暴露試験の結果を表-2 に示す。アマモ草体の試験では，溶

出試験水および希釈試験水（原液濃度として 10％；シリカ濃度と

して 0.58％）に暴露した草体の色相変化と中央葉平均伸長量は，

自然海水（対照ケース）の場合と比較して有意な差はなく，EC50

の算出ができなかった。アサリ稚貝の試験では，溶出試験水は対

照ケースと有意な差はなかったが，希釈試験水は原液濃度が

1.2％以上になるとへい死個体が観察され，2.0％以上になるとへ

い死率が 100％となった（図-2）。1.59%（LC50濃度）の希釈水の

ｐHは 6.4～7.6 で水産用水基準値より低かったが，稚貝のへい死

はｐHのみによるものではないことを低ｐH影響試験で確認した。

試験期間中の生物行動観察から，薬液注入材がゲル化した微粒子

はアサリの鰓に詰ることによる呼吸障害が死因の一つと推測さ

れる。アサリ D型幼生の試験では，溶出試験水は対照ケースと有

意な差はなかったが，希釈試験水は原液濃度 0.34％が半数致死濃

度となった（図-3）。観察結果から，アサリ幼生の死因の一つは

薬液注入材のゲル化による遊泳阻害と考えられる。 

 

表表表表----2222    各生物暴露試験の各生物暴露試験の各生物暴露試験の各生物暴露試験の ECECECEC50505050・・・・LCLCLCLC50505050値（原液の％）値（原液の％）値（原液の％）値（原液の％）    

溶出試験水 希釈試験水 
供試生物 

EC50orLC50 EC50orLC50 SiO2濃度 
アマモ草体 - - - 
アサリ稚貝 - 1.59％ 0.0922％ 
アサリ幼生 - 0.34％ 0.0197％ 

-：設定濃度範囲内に算出不能 

  

以上の結果から，薬液希釈試験水に最も影響を受け易いのはアサリ D型幼生で，山本ら 2）が提唱した安全係数（0.1 を

乗じた値）を用いて計算するとその安全濃度は 0.034％，SiO2濃度に換算すると 0.00197％である。したがって，山本ら

の薬液の海水中での拡散シミュレーションの計算結果 1）と比較すると，沿岸海域への拡散濃度はアサリ D 型幼生の安全

濃度（シリカ濃度の換算）の 1/1088 程度となり，実海域の海産生物への影響はないと考えられる。 

    

4.4.4.4.    おわりにおわりにおわりにおわりに    

現在，他の海産生物（微細藻類や魚類等）の薬液暴露試験を実施している。また，薬液暴露試験結果を再度確認する

ために，財団法人食品分析センターに同様の暴露試験内容による第三者評価を依頼している。今後，海産生物影響濃度

を求め，当工法の薬液注入材(中酸性系水ガラス)の安全性を詳細に把握する予定である。 
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図-1 薬液注入材投入海水のｐH変化 
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図-2 薬液注入材希釈濃度と 
アサリ稚貝のへい死率の関係 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
図-3 薬液注入材希釈濃度と 

アサリ D 型幼生のへい死率の関係 

LC50 

海水 原液 0.1％ 
原液 1％ 
原液 2％ 
原液 5％ 
原液 10％ 

0

50

100

0.01 0.1 1 10
希釈濃度％

へ
い
死
率
％

LC50 

24 

- 2716 -




