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マルチドレーン真空脱水法による
高含水比土の脱水減容化と濁水のろ過処理
梅崎健夫1・河村 隆2・河崎 彰3・大寺正志4・西田健吾5
高含水比土の脱水減容化および濁水のろ過処理における簡易で移設可能な低コストの処理方法として，マル
チドレーン真空脱水法を提案し，その概要および特徴について論じた．また，諏訪湖において浚渫した底泥を
脱水減容化する実証実験を実施した．そして，同時に実施された4MPaの高圧フィルタープレスとの比較も行
った．さらに，濁水の室内ろ過実験を実施した．それらの結果，小規模で簡易な設備による1時間以内の作業
工程によって液性限界程度まで脱水できること，同じろ過面積および浚渫土量に換算した場合には4MPaの高
圧フィルタープレスの約3.3倍以上の処理能力を有すること，ドレーン表面に付着した土粒子がフィルターの役
目となり，排出水の透明度を向上させ，濁水処理においても有効であることを明らかにした．
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１．はじめに
建設工事に伴って排出される建設汚泥 1)は，細粒分が
多く高含水比の泥状で非常に軟弱であるため，その上を
人が歩けず，また，ダンプトラックに山積みできないな
ど，取扱いが容易ではない．建設汚泥の排出量は近年減
少傾向にあるものの，国土交通省の調査結果 2)によれば，
平成 20 年度の排出量は 450 万トンであり，建設廃棄物
の全排出量の 7%である．最終処分量は 67万トンであり，
全体の 17%を占めており，そのうち 44 万トンがそのま
ま最終処分されている．そのほか，港湾・河川などの浚
渫に伴って発生する浚渫土においては，海底浚渫だけで
も年間 2000 万 m3(湿潤密度t=1.2g/cm3 とすると，2400
万トンに相当)に及ぶとの報告もある 3)．また，建設工
事においては，土粒子などの懸濁物質を多く含む濁水も
多量に発生する．
建設汚泥・浚渫土および濁水の処理の現状と問題点
は，図-1(a), (b)のように 2 つに大別してまとめることが
できる．建設汚泥や浚渫土は，そのまま運搬処理して埋
立処分される場合と脱水処理などを施した後に埋立処分
やリサイクルされる場合などがある．そのとき，排出水
が発生する場合には，さらに必要な処理を行った後に河
川などに放流される．一方，濁水の場合は，沈殿処理や
脱水処理が行われるが，ここでも排出水の他に汚泥や脱
水ケーキの処分が必要となる．建設汚泥・浚渫土の脱水
処理には，フィルタープレス 4)を用いた機械脱水が一般

に用いられる(図-2 参照)．また，トンネル工事に伴う
濁水処理においては，9 割以上においてフィルタープレ
スが用いられている 5)．しかし，フィルタープレスを用
いる場合には以下のような点を考慮する必要がある．
①大規模な付随設備が必要で，設備に対する初期投資が
大きく，山間地やため池のような狭隘な場所や中小
規模の工事には不向きである．
②処理能力が高く，短時間で低含水比まで脱水可能であ
るが，エネルギーの消費や CO2 の排出量が多い．
③砂分以上の土粒子を事前に分級・除去する前処理が必
要である．
④通常，凝集剤や固化剤の添加が必要である．
⑤脱水ケーキの剥離は，通常，手作業を伴い，長時間を
要する．
⑥脱水ケーキは低含水比で固いので，運搬や貯蔵には好
都合である．しかし，埋立処分においては，空隙が
生じて全体の容量が大きくなる．また，リサイクル
のための安定処理に際しては，改良剤や固化剤など
の混合・撹拌が容易でなく，特別な機械が必要であ
る．
⑦脱水ケーキや排出水には添加剤が含まれているため，
生態系に及ぼす影響に十分な配慮が必要である．
本文では，高含水比土の脱水減容化処理および濁水
のろ過処理における簡易で移設可能な低コストの処理方
法としてマルチドレーン真空脱水法 6)を提案する．まず，
その概要および特徴について論じる．次に，諏訪湖にお
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図-1 建設汚泥・浚渫土および濁水の処理の現状と問題点

図-2 フィルタープレスを用いた機械脱水システムの一
例(文献 4）に加筆)

ける浚渫した底泥を提案法によって脱水減容化する実証
実験の結果に基づいて，施工性および実行可能性を検証
する．また，同時に実施された 4MPa の高圧フィルター
プレスの場合との比較も行う．さらに，小型装置を用い
た濁水の室内ろ過実験の結果に基づいて，その適用性と
有効性について検証する．

２．マルチドレーン真空脱水法
(1) 脱水法の概要
本手法の概要を図-3(a)～(e)に示す．設備の基本構成は，
マルチドレーン真空脱水装置，脱水槽，真空ポンプおよ
びコンプレッサーだけであり，小規模で簡易な設備であ
る．ドレーンは，地盤改良で使用されているプラスチッ
クボードドレーンをろ布(ポリプロピレン製の透水シー
ト)で覆って作製されている(図-3(a))．脱水槽に高含水
比の建設汚泥や浚渫土などを投入し，真空ポンプを用い
てドレーン内を減圧して真空圧密によりドレーンの表面
に土を付着させて脱水する(図-3(b))．そして，脱水され
た土が付着したドレーンを空気中に引上げ，真空圧を継
続して負荷することにより，真空圧密および通気乾燥に
より含水比をさらに低下させる(図-3(c))．その後，ドレ
ーン表面のろ布を圧縮空気により膨張させて，ドレーン
に付着した土を剥離させる(図-3(d))．
(2) 特徴
本手法の基本的な特徴は以下のとおりである．

① 簡易で移設可能で低コストの脱水技術であり，狭隘
な場所や中小規模の工事においても有効である．
② 実務で許容される短時間の脱水によりダンプトラッ
クで運搬できる程度まで含水比を低下させる．
③ 大きな礫分や異物の除去を除いて，厳密な分級など
の前処理を行わない．
④ 通常，凝集剤や固化剤などの薬剤を用いない．
⑤ 排出水とともに，原泥中の栄養塩類や重金属などを
除去する．
⑥ 脱水後にドレーンに付着した土を簡単に剥離し，排
出作業を容易にする．
⑦ 浚渫した底泥に浄化剤を添加して減容化・浄化し，
水底に還元する対策においては 7)，土塊の間にすき
間が生じて埋戻し後の体積が増加しないように，自
重によって柔軟に変形する程度の含水比とする．こ
のことにより，植物，昆虫の幼虫や貝などの水底生
物の生息に適した環境を形成する．
⑧ 処理土はある程度の流動性を有し，水底に還元しな
い場合においてもその後の埋立処分やリサイクルが
容易である．

３．実験概要
(1) 諏訪湖における浚渫した底泥の脱水実験
諏訪湖における実証実験は，梅崎ら 6)，7)の提案してい

-32-

(c)空気中での真空圧負荷

ドレーン（プラスチックボード
ドレーン＋ろ布）：0.6×0.6m

(a)マルチドレーン真空脱水装置
（平板型ドレーン）の一例

(b)泥水中での真空圧負荷

(d)付着土（処理土）の剥離

(e)排出水（SS低下）

図-3 マルチドレーン真空脱水法の概要
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る浚渫土の脱水・浄化・還元システムの有効性の検証
の一環として，諏訪湖の沿岸域において実施された．
湖岸より約 30m 離れた水深 2.3～2.4m の地点において
グラブ型採泥器を用いて潜水士による底泥の浚渫を行
った．浚渫した底泥の粒径加積曲線および物理特性を
図-4 および表-1 にそれぞれ示す．図-4 中には，後述す
る濁水のろ過実験に用いた H 坑殿物および善和まさ土
の粒径加積曲線も示した．
写真-1(a)～(l)にマルチドレーン真空脱水法の施工状況
を示す．1 台の脱水槽に対してドレーン(0.6×0.6m)5 枚
を 1セット(排水面積(両面)3.6m2)とした装置を 2機併用
した(写真-1(a))．ろ布には，後述する表-2 の P91C を用
いた．浚渫したままの底泥(初期含水比 w0≒300%)に
浄化剤として天然ゼオライト(MG イワミライト 8), 9)，粒
径 0.5mm 未満の粉末)を底泥の乾燥重量の 10%添加し
た後(写真-1(b), (c))，底泥中で 5～20 分間，空気中で 30
分間真空圧を負荷した(写真-1(d), (e))．その後，ドレー
ンから剥離させた処理土(写真-1(f)～(h))を土のうに充填
して 10 日間自重圧密した(写真-1(j)～(l))．一方，写真2(a)～(e)に同時に実施された 4MPa の高圧フィルタープ
レスによる脱水の概略を示す 10)．直径 40cm のろ室を 4
室(排水面積 1m2)設置された装置が用いられた．前処理
として，湖水を加えて含水比を 2 倍に希釈した底泥(w0
≒600%)から交雑物と砂分を振動ふるいにより除去し，
PAC および Ca(OH)2 の薬剤を加え，さらに天然ゼオライ
ト(粒径 0.5mm 未満の粉末)を乾燥重量比 3.3%添加した．
マルチドレーン真空脱水法および 4MPa のフィルター
プレスによる脱水処理土は，浚渫した湖底へ還元した．
還元後の層厚は 0.5m となるように管理し，還元後の体
積を算定した．なお，浚渫土の脱水・浄化・還元システ
ムの有効性については，文献 11)を参照されたい．
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(2) 濁水のろ過実験
試料には，H 坑殿物，善和まさ土およびアオコを多く
含む諏訪湖湖水を用いた．図-5 に示した小型ドレーン
を用いて室内ろ過実験を実施した．小型ドレーンは，図
-3(a)と同様にプラスチックボードドレーンをろ布で覆っ
て作製したものである．ろ布には表-2 に示す通気度の
異なる 3 種類を用いた．H 坑殿物では，図-3(a)に示した
脱水装置を用いた実証実験も実施した．実験条件を表-3
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図-4 試料の粒径加積曲線
表-1 諏訪湖底泥の物理特性(2011/7/23，8/1採取)
初期含水比 w0
土粒子密度s
液性限界 wL
塑性限界 wP
塑性指数 IP

255.5～314.5%
2.439～2.582 g/cm3
157.0～182.3%
101.6～109.1%
55.5～71.4

強熱減量 Li
粘土分含有率
シルト分含有率
砂分含有率

16.2～16.9%
32～39%
61～67%
1～2%

に示す．ここで，SS0，Tu0 および Tr0 は，浮遊物質量，
濁度および透視度の初期値である．ドレーンをウォータ
ートラップを介して真空ポンプに接続し，濁水中に浸漬
して真空圧を負荷した．実験中は真空圧および排水量を
測定した．所定時間経過後，ウォータートラップ内の排
出水の透視度 Tr，濁度 Tu および SS も求めた．

４．実験結果および考察
(1) 施工性および実行可能性の検証
マルチドレーン真空脱水法の実証実験における真空
圧と単位面積(両面)当たりの排水量の経時変化を図-6
に示す．真空圧は全てのドレーンの配管が集約している
排水機能付き真空ポンプに付属する圧力計で測定した．
また，比較として，図-5 に示した小型ドレーンを用い
て，実証実験と同程度の真空圧を負荷した室内実験(初
期 含 水 比 w0=300% ， ド レ ー ン の排水 面 の 寸法：
0.14×0.16m，排水面積：0.0224m2，脱水時間：底泥中
10 分＋空気中 30 分)の結果も併せて示した．室内実験の
真空圧はウォータートラップに接続した圧力計で測定し
た．いずれの実験においても底泥中の脱水においては，

脱水槽

真空ポンプ

マルチドレーン
コンプレッサー
真空脱水装置
(a)脱水設備

(e)空気中での脱水

(b)脱水前の底泥
（w0≒300%）

(c)天然ゼオライトの添加
（0.5mm未満の粉末，乾燥重量比 10%）

(f)処理土の剥離

(i)底泥中 5分間，空気中 30分間脱水後の
排出水（濁度 21.6度）

(h)処理土
（w1=188.2%，厚さ 1.8～5.4cm）

(g)剥離させた処理土

(j)処理土の土のうへの充填

(d)底泥内へのドレーンの設置

(k)土のうによる自重圧密

(l)10日間自重圧密後の処理土
（w2=167.4%）

写真-1 マルチドレーン真空脱水法の施工状況

(a)加水および交雑物
と砂分の除去

(b)高圧フィルタープレス装置
（4MPa，直径 40cm，4室）

(c)希釈後の底泥
（w0≒600%）

(d)処理土

(e)粉砕後の処理土
（w2=63.0%）

写真-2 4MPaの高圧フィルタープレスによる脱水の概略

-80kPa 程度の真空圧が維持されている．また，その後，
ドレーンを空気中に引き上げると，いずれも付着土にク
ラックが生じて真空圧が-40kPa 程度まで低下している．
単位面積当たりの排水量は，室内実験と実証実験におい
て概略同じであり，脱水後の含水比もほぼ等しい．すな
わち，室内実験の結果によって原位置における脱水計画
を決定することができる．また，室内実験における天然
ゼオライトの粉末(粒径 0.5mm未満)を乾燥重量比 10%添
加した場合と添加しない場合の脱水量や脱水速度はほぼ
同じであり，この程度の天然ゼオライトの添加量は脱水
特性に影響を及ぼさない．また，諏訪湖における実証実
験においては，真空圧を底泥中 5～20 分間，空気中 30
分間負荷した場合の排水量は 0.022～0.067m3(約 20～
70kg)である．排出水の濁度は 21.6 度であり，ほとんど
濁っていない(写真-1(i))．また，脱水後の処理土の含水
比はドレーン表面に接触していた部分は低く，ドレーン
から離れるほど高い．平均含水比は w1=188.2%程度(≒
1.0～1.2wL)であり，写真-1(h)に示すように，手で持ち上
げることができる程度の固さである．
図-7に含水比wと圧密圧力pの関係を示す．図中の
logw～logp関係の直線は，別途実施した段階載荷によ
る圧密試験(JIS A 1217)より求めたものである．実証実験
における処理土の平均含水比(w1=188.2%)に対応する圧
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真空ポンプ

排水パイプ ガムテープでシール

ウォーター
トラップ

16cm

14cm
ドレーン
(プラスチックボード
ドレーン＋ろ布)

図-5 室内実験用の小型ドレーン
表-2 ろ布(ポリプロピレン製)の仕様(カタログ値)
型番
厚さ(mm)
重量(g/m2)
通気度※(cm3/cm2/min)
P89C
0.68
460
2
P91C
0.99
640
20
P2721C
0.54
310
100
2
※：圧力差 125Pa のときに 1 分間に 1cm のろ布を通過する空気の流量．

表-3 ろ過実験の一覧
採取場所

実験の
種類
室内実験
実証実験

ろ布

w0 (%)

Tu0 Tr0
SS0
(mg/L) (度) (cm)

P2721C
906.5%
－
－ ※
P2721C
3398.7－355.6% －
－ ※
P89C, P91C,
8774.0%
(5400) (1800) 0.4
善和まさ土 室内実験
P2721C
P89C, P91C,
8500%
(51) (39) 10
諏訪湖湖水 室内実験
P2721C
※は Tr0≒0cm であり，SS0 と Tu0 の( )は，別途求めた SS－透視度 Tr，
SS－濁度 Tu の関係からの推定値である．
H坑殿物

(log scale)

諏訪湖底泥
マルチドレーン真空脱水法

-80

含水比 w (%)

真空圧 pv (kPa)

-100

-60
(a)

-40

単位面積（両面）当たりの
排水量 V (m3/m2)

0.04

0.03

0.02

実証実験：w0=255.5～314.5%
天然ゼオライト粉末10%添加
ケース1
泥水中5分+
空気中30分
ケース2
泥水中10分+
空気中30分
室内実験：w0=300%
無添加
泥水中10分+
空気中30分
天然ゼオライト粉末10%添加
泥水中10分+
空気中30分

(b)

50

0.1

1

10
100
圧密圧力 p (kPa)

1000

10000

(log scale)

図-7 含水比と圧密圧力の関係

0.01

0
0

100

10

20
30
脱水時間 t (min)

40

50

図-6 脱水実験の結果の一例

密圧力はp≒12kPa程度であり(写真-1(h))，測定された真
空圧pv≒-80kPaに対する圧密度Upは15%程度である．一
方，4MPaのフィルタープレスによる処理土の含水比
(w1=63.0%)は塑性限界の0.6倍程度であり，それに対す
る圧密度はUp=40%程度である(写真-2(d), (e))．
表-4に実証実験におけるマルチドレーン真空脱水法と
4MPaの高圧フィルタープレス10)の作業工程と処理能力を
比較して示す．マルチドレーン真空脱水法では，前処理
の作業や薬剤を用いず，浚渫されたそのままの底泥(w0
≒300%)に天然ゼオライトを添加した(写真-3(b)，(c))．
全作業工程は1時間程度であり，浚渫土換算におけるド
レーン1m2(両面)当たりの処理能力は40～106kg/m2(底泥
中の脱水時間：5～20分間)であり，2機のマルチドレー
ン真空脱水装置を併用して1日程度でV0=2.2m3程度の浚
渫土の脱水処理が完了した．一方，前述したように，
4MPaの高圧フィルタープレスでは，湖水を加えて含水
比を2倍に希釈した底泥から交雑物や砂分を除去し，
PACおよびCa(OH)2の薬剤を加える前処理が行われた(写
真-2(a))．前処理や剥離工程の作業時間を考慮しない脱
水時間は20分程度であり，処理能力は23kg/m2であった．
V0=1.3m3程度の浚渫土の脱水処理に7日間程度を要した．
諏訪湖浚渫土における同程度のろ過面積および浚渫土量
に換算した場合のマルチドレーン真空脱水法は，4MPa
の高圧フィルタープレスの約3.3倍の処理能力を有する．
高圧フィルタープレスにおける処理土の剥離の時間を考
慮すれば，その差はさらに大きくなる．また，高圧フィ
ルタープレスにおいては砂分が配管を閉塞することを防
止するために，その除去が必要である．そのため，多量
の天然ゼオライトを添加することは困難である．
表-5にマルチドレーン真空脱水法と4MPaの高圧フィ
ルタープレス10)の脱水減容化・還元土量の比較を示す．
マルチドレーン真空脱水法を用いれば，小規模で簡易な
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設備による1時間以内の全作業工程によって，無処理の
ままの高含水比の浚渫土(w0=300%程度)を化学物質を
添加することなく液性限界程度(w1=188%程度)まで脱
水することが可能である．液性限界程度の含水比の処理
土は適度な流動性や柔軟性を有しており，湖底に還元し
た場合に，植物，昆虫の幼虫や貝などの水底生物の生息
に適した環境が形成されると考えられる．また，土のう
による簡易な自重圧密によって含水比をさらに低下させ
ることも可能である(10日後において，w2=167%程度，
写真-1(l))．一方，4MPaの高圧フィルタープレスによる
脱水後の含水比は塑性限界の0.6倍程度(w2=63%程度)で
ある．脱水後の減容化率R1(=脱水後の体積V1／脱水前の
体積V0)は，マルチドレーン真空脱水法ではR1=0.57であ
り，4MPaの高圧フィルタープレスではR1=0.25である．
しかし，湖底への還元後の減容化率R2(=還元後の体積V2
／V0)は，前者ではR2=0.67，後者ではR2=0.48になる．
すなわち，還元によって体積がそれぞれ1.2倍，2.0倍程
度に増加する．4MPaの高圧フィルタープレスのように
処理土が塑性限界以下の含水比の場合は，還元時の体積
の増加が大きい．別途実施した脱水処理土を湖水中に20
日間水浸した室内実験より求めた還元前と還元後の含水
比7) w2およびw2*の変化は，マルチドレーン真空脱水法で
は，w2*/w2=1.0～1.08であり，含水比はほとんど増加し
ない．一方，4MPaの高圧フィルタープレスでは，
w2*/w2=1.28～1.41であり，還元後に含水比が増加する．
(2) 濁水のろ過性能
図-8(a)～(d)に，H 坑殿物のろ過実験から得られた真空
圧 pv，単位面積(両面)当たりの排水量 V および排水速
度 v と排出水の透視度 Tr の経時変化を示す．図-8(b)に
示すように，初期含水比が高いほど排水量は大きい．排
水量の経時変化は時間の経過とともに収束し，排水速度
は，図-8(c)に示すように，徐々に減少する．ドレーンの
表面に土粒子が付着してそれ自身がフィルター(粘土フ
ィルター)の役目をするために，排出水の透視度は時間
の経過とともに高くなり，一定値に収束する傾向を示す．
また，初期含水比が高いほど短時間で排出水の透視度は
高くなる．
表-6(a-1)～(c-3)に，室内ろ過実験後のドレーンの表面

表-4 作業工程と処理能力の比較
前処理 作業工程

ろ過面積
必要作業
初期含水比 w0
薬剤処理
浄化剤添加
脱水工程
剥離工程
処理能力（浚渫土換算）
作業日数

マルチドレーン真空脱水法
0.6×0.6m (両面排水)@5 枚，3.6m2
特になし
300% (無処理)
不要
天然ゼオライト 10.3% (乾燥重量比)
底泥中脱水 (5～20分)，空気中脱水 (30分)
数分 (ろ布内への加圧)
40～106 kg/m2
2機併用によって 1日程度 (V0=2.2m3)

4MPaの高圧フィルタープレス
直径 40cm@4 室，1m2
希釈，交雑物や砂分の除去
600% (加水)
PAC，Ca(OH)2
天然ゼオライト 3.3% (乾燥重量比)
高速打ち込み (15分），低速打ち込み，4MPa加圧 (5分)
ろ室の個数分の作業が必要
23 kg/m2
7日程度 (V0=1.3m3)

表-5 脱水減容化・還元土量の比較
マルチドレーン真空脱水法＋袋詰脱水法
2.2m3
300% (≒1.6～1.9wL)
300% (≒1.6～1.9wL)
188.2% (≒1.0～1.2wL)
167.4% (≒0.9～1.1wL) (10日間の袋詰脱水)
1.25m3
0.57
1.48m3
0.67
1.18
165～180% (=1～1.08w2)

4MPaの高圧フィルタープレス
1.3m3
300% (≒1.6～1.9wL)
600% (≒3.2～3.9wL)
63.0% (≒0.6wP)
63.0% (≒0.6wP)
0.33m3
0.25
0.64m3
0.48
1.97
80～89% (=1.27～1.41w2)

真空圧
pv (kPa)

-100
-90

H坑殿物，濾布：P2721C
w0=906.5%(室内実験)
w0=3398.7-3556.9%(実証実験）

(a)

-80
-70

単位面積（両面）
当たりの排水量
V (m3/m2)

(b)

0.2
0.1
破線：双曲線による近似線

0

排出水の透視度 Tr (cm)

および排出水の状況を示す．ここで，w1およびM1は付
着土の含水比およびドレーン単位面積(両面)当たりの付
着土量である．表-6(a-1)～(a-3)に示すように，H坑殿物の
場合は，濁水中での脱水時間が長くなるほどドレーン表
面の付着土量(粘土フィルター)は増加する．そのため，
排出水の透視度は徐々に大きくなり，SSおよび濁度は
徐々に小さくなる．しかし，粘土分含有率がCF=95%と
高く(図-4参照)，粘土粒子がフィルターを通過するので
排出水は透明ではない．表-6(b-1)～(b-3)に示すように，
善和まさ土の場合は，初期含水比がw0=8000%以上と高
く，粘土分含有率がCF<10%と低いため，ドレーン表面
の付着土量(粘土フィルター)は少ない．0～3分における
排出水は，SS=49～140mg/L，濁度Tu=48～62度であり，
透明ではない．一方，3～90分においては，粘土フィル
ターが形成されており，SS=1.2～5mg/L，濁度Tu=1.2
～5.1度であり，ろ布の種類に関わらずほぼ透明である．
アオコを大量に含む諏訪湖湖水では，表-6(c-1)～(c-3)に
示すように，ろ布によって排出水の透視度が異なってい
る．ドレーン表面に付着するアオコの量が少なく，ろ布
の通気量が直接透視度に影響しているためである．たと
えば，泥水中で短時間真空圧を負荷して，ろ布の表面に
薄い粘土フィルターを予め形成させた後に湖水のろ過を
行えば，アオコを十分にろ過できると考えられる．

単位面積（両面）
当たりの排水速度
v (m3/m2/min)

浚渫土の体積 V0
初期含水比 wi
脱水前の含水比 w0
脱水後の含水比 w1
還元時の含水比 w2
脱水後の体積 V1
脱水後の減容化率 R1 (=V1/V0)
還元後の体積 V2
還元後の減容化率 R2 (=V2/V0)
R2/R1
還元後の含水比（室内水浸実験，20日間）w2*

0.02

(c)

0.01

0
40
(d)

30
20
10
0
0

10

20

30
40
時間 t (min)

50

60

図-8 ろ過実験の結果の一例

る．諏訪湖において脱水減容化の実証実験を実施し，提
案法の施工性および実行可能性を検証した．また，同時
に実施された 4MPa の高圧フィルタープレスの場合との
比較を行った．さらに，室内ろ過実験を実施し，濁水処
理への適用性について検証した．得られた主な知見は以
下のとおりである．

５．まとめ
高含水比土の脱水減容化および濁水のろ過処理のた
めのマルチドレーン真空脱水法を提案した．本手法は，
移設可能で低コストな技術であり，山間地やため池など
の狭隘な場所や中小規模の工事においても適用可能であ

-36-

表-6 室内ろ過実験の結果
試料
ろ布
ろ過時間
w0, w1, M1

(a-1)H坑殿物
2721C
濁水中 5分
906.5%, 203.3%, 7.6 kg/m2

(a-2)H坑殿物
2721C
濁水中 20分
906.5%, 206.9%, 15.3 kg/m2

(a-3)H坑殿物
2721C
濁水中 40分
906.5%, 204.3%, 22.3 kg/m2

ドレーン
表面

排出水

透視度 Tr (cm)
SS (mg/L)
濁度 Tu (度)
試料
ろ布
ろ過時間
w0, w1, M1

初期状態

0-2分

2-5分

初期状態

0-10分

10-20分

初期状態

20-30分

30-40分

0

1.2

4.3

0

3.8

2.6

0

11

15

(55)

－

(100)

－

(18)

(12)

(710)
(140)
(b-1)善和まさ土
2721C
濁水中 60分+空気中 30分
8255.1%, 65.9%, 1.23 kg/m2

－

(160)
(260)
(b-2)善和まさ土
P91C
濁水中 60分+空気中 30分
8255.1%, 61.2%, 0.9 kg/m2

－

－

(260)

－

(64)

(42)
(28)
(b-3)善和まさ土
P89C
濁水中 60分+空気中 30分
8255.1%, 65.2%, 0.36 kg/m2

ドレーン
表面

排出水

SS (mg/L)
濁度 Tu (度)
試料
ろ布
ろ過時間

初期状態
10000
220以上

0-3分
60

3-90分
1.2

初期状態
10000

64

1.2

220以上

(c-1)諏訪湖湖水
2721C
濁水中 60分

0-3分
49

3-90分
1.8

初期状態
10000

48

1.9

220以上

(c-2)諏訪湖湖水
P91C
濁水中 60分

0-3分
140

3-90分
5

62

5.1

(c-3)諏訪湖湖水
P89C
濁水中 60分

ドレーン
表面

排出水
0-60分
初期状態
0-60分
初期状態
4.6
10
4.6
25.5
透視度 Tr (cm)
SS と濁度 Tuの（ ）は，別途求めた SS－透視度 Tr，SS－濁度 Tu の関係からの推定値である．

(1) マルチドレーン真空脱水法を用いれば，小規模で簡
易な設備による 1 時間以内の全作業工程によって，
無処理のままの高含水比の浚渫土(w0=300%程度)を化
学物質を添加することなく液性限界程度(w1=188%程
度)まで脱水することが可能である．液性限界程度の
含水比の処理土は適度な流動性や柔軟性を有してお
り，浚渫土を浄化・脱水減容化して湖底に還元する
対策においては，植物，昆虫の幼虫や貝などの水底
生物の生息に適した環境が形成されると考えられる．
また，土のうによる簡易な自重圧密によって含水比
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初期状態
4.6

0-60分
13

をさらに低下させることも可能である(w2=167%程度)．
一方，4MPa の高圧フィルタープレスによる脱水後の
含水比は塑性限界の 0.6 倍程度(w2=63%程度)であった．
(2) 脱水後の減容化率はマルチドレーン真空脱水法では
R1=0.57 である．一方，4MPa の高圧フィルタープレ
スでは R1=0.25 である．しかし，湖底への還元後の
減容化率は，前者では R2=0.67，後者では R2=0.48
になる．すなわち，還元によって体積がそれぞれ 1.2
倍，2.0 倍程度に増加する．4MPa の高圧フィルター
プレスのように処理土が塑性限界以下の含水比の場

合は，還元時の体積の増加が大きい．
(3) 還元前と還元後の含水比 w2 および w2*を比較すると，
マルチドレーン真空脱水法による液性限界程度の含
水比の場合は，w2*/w2=1.0～1.08 であり，含水比は
ほとんど増加しない．一方，4MPa の高圧フィルター
プレスによる塑性限界以下の場合は，w2*/w2=1.28～
1.41 であり，還元後に含水比が増加する．
(4) 諏訪湖浚渫土における同程度のろ過面積および浚渫
土量に換算した場合のマルチドレーン真空脱水法は，
4MPa の高圧フィルタープレスの約 3.3 倍以上の処理
能力を有する．また，高圧フィルタープレスにおい
ては，砂分の除去が必要であり，多量の天然ゼオラ
イトを添加することは困難である．
(5) ドレーン表面へ付着した土粒子がフィルターの役目
をするために，ろ布の通気度に関わらず，排出水の
透明度を向上させることができる．凝集剤などの添
加剤を用いないため，有害物質などが含まれていな
ければ，排出水をそのまま河川などに放流すること
が可能である．

utsu/jittaichousa/index01.htm>(2011/3/29アクセス)．
3) 日本製紙グループ，ニュースリリース，海底浚渫土と
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DEWATERING OF HIGH WATER CONTENT SOIL AND FILTERING OF
TURBID WATER BY MULTI-DRAIN VACUUM ASPIRATING SYSTEM
Takeo UMEZAKI, Takashi KAWAMURA, Akira KAWASAKI, Masashi OODERA
and Kengo NISHIDA
The multi-drain vacuum aspirating system was proposed for dewatering of high water content soil and filtering of
turbid water. And the outline and feature were discussed. Field dewatering tests were carried out for dredge bed mud
in Lake Suwa. Moreover, comparison with the high-pressure filter press dewatering of 4MPa was also performed.
Furthermore, laboratory filtrating tests of turbid water were conducted. Main conclusions are follows. High water
content soil can be dewatered to liquid limit by operation of less than 1 hour using small-scale and simple equipment.
In the case of the same filtering area and amount of soil, the throughput of the proposed method is more than 3.3
times the filter press dewatering. In turbid water treatment, the soil particles adhering to the drain surface can serve as
a duty of a filter, and can raise the transparency of discharge water.
KEYWORDS: Construction sludge, Turbid water, Dewatering and volume reduction, Filtering, Vacuum pressure
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