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混合バイオマス粒径による廃棄石炭利用バイオブリケットの 

ガス化反応性への影響 
 

Effect of different mixing biomass particle sizes on gasification reactivity of 
waste coal-biomass briquette 

 
王青躍*, 宿崎直登, 山田哲夫** 

 
Qingyue WANG, Naoto SHUKUZAKI and Tetsuo YAMADA 

 

Coal gasification technology that can converse coal to gas fuels is one method of the clean coal 

technologies. In our study, it was suggested that gasification can be applicable to the utilization of waste coals. 

As well, when waste coals are used gasification technology in combination with coal-biomass briquette (BB) 

technology, conversion time of waste coal to gas fuel is shorter. However, gas fuels changed from waste 

coal-biomass briquette have low calorific values, considering in energy, it is necessary that gasification 

reaction time of waste coal-biomass briquette should be shorter and more effective. 

In this study, to shorten gasification reaction time of waste coal-biomass briquette, mixing biomass sizes 

in making waste coal-biomass briquette was micrified. The gasification experiments were conducted with 

waste coal-biomass briquette under the conditions that experimental temperature was 900 ℃, and used 300 

ml･min－1 of 45 % water steam in Ar gas, after the pyrolysis experiments. As a result, gasification reaction 

time of waste coal-biomass briquette was shorter. It was assumed that alkali metals and alkali earth metals 

(AAEM) in biomass worked as the gasification catalysts were dispersed and specific surface areas were 

increased. 

Keywords: Waste coal, Gasification, Biomass, Coal-biomass briquette (BB), Alkali metal and alkali 

 (AAEM) 

 
 

1.はじめに 

 

石炭は、埋蔵量が豊富であり、かつ供給性が安定して

いることにより、主要なエネルギー源として位置づけら

れ、継続的に石炭を使用することが見込まれる。この石

炭は、採掘後そのまま使用されているわけではなく、選

炭という工程を経て、その後得られる精炭が利用されて

いる。この石炭を採掘・選炭する過程において、高灰分、

高硫黄分、低発熱量の石炭が、その乏しい利用性から大

量に排出・廃棄され、広大な土地の占拠や、大気汚染、

水質汚濁などの環境問題を発生させている。現在、石炭

産出量世界第一位である中国では、約 30 億トンもの廃棄

石炭が野積みにされていると報告されており、これら廃

棄石炭の適切な処理技術および有効な利用技術が求めら

れている。 

 石炭を有効に利用する技術の一つに、石炭ガス化技術

がある。ガス化技術とは、有機系固形燃料 (石炭、バイ

オマスなど) を熱分解し (熱分解反応)、生成したチャー 

(炭素) を高温雰囲気下でガス化剤 (H2O、CO2など) と反

応させる (ガス化反応) ことで (Fig. 1)、有用なガス燃料
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用 BB を作製することを検討した。 に転換させる技術であり、すでに中国で実用化されてい

る技術である。そこで、本研究室では、廃棄石炭の有効

な利用方法として石炭ガス化技術を選択し、研究を行っ

てきた。これまでに、廃棄石炭をバイオブリケット 1, 2) (以

下 BB と略称) 化させることで、廃棄石炭単独のガス化に

比べて、ガス化反応性の向上によるガス化時間の短縮や、

硫化水素 (H2S) の排出抑制といった効果が明らかとな

り 3)、廃棄石炭を BB 化させることで、廃棄石炭をガス化

技術により有効利用できる可能性が示唆された。BB 化と

は、バイオマスと硫黄固定剤である消石灰（Ca(OH)2）を

混合して圧縮成型することである。 

また、廃棄石炭利用 BB のガス化技術による利用可能

性を詳細に調査するため、経済面による廃棄石炭利用 BB

のガス化技術についての評価を行った。 

 

2.実験方法 

 

2.1 廃棄石炭利用 BB の作製 

廃棄石炭利用 BB は、廃棄石炭 (撫順炭鉱産) とバイオ

マス（カラマツ樹皮）を重量比 75：25 で混合し、硫黄固

定剤として Ca(OH)2 を石炭含有硫黄分に対して当量比 

(Ca/S = 2) で添加し、圧縮成型 (3.2 t.cm2) して作製した。

その後、再粉砕して、粒径 250 ~ 500 μm に画分したもの

を廃棄石炭利用 BB 実験試料として用いた。 

しかしながら、BB 化した廃棄石炭 (廃棄石炭利用 BB) 

は含有熱量が低いことより、ガス化した際に生成するガ

スの含有熱量も低く、エネルギー効率面を考慮するとで

きるかぎりガス化時間の短縮化が求められる。 本実験では、混合バイオマス粒径による影響を調査す

るため、<75、75 ~ 150、150 ~ 250、250 ~ 500 μm に画分

したそれぞれの粒径範囲のカラマツ樹皮を用いて廃棄石

炭利用 BB を作製した。また、廃棄石炭は、150 ~ 500 μm

のものを用いた。廃棄石炭と各粒径範囲のカラマツ樹皮

の工業分析値、金属分析値を Table 1 に示す。 

そこで本研究では、より短時間で廃棄石炭を有用なガ

ス燃料に転換することを目的とし、ガス化プロセスの全

反応時間を制御するガス化反応において、反応性が高い

廃棄石炭利用 BB の作製方法の検討を行った。具体的に

は、廃棄石炭の BB 化によるガス化反応性の向上は主に

バイオマスの混合によるものであることから 3)、バイオ

マスの混合方法に着目し、廃棄石炭利用 BB を作製する

際に混合するバイオマス粒径を小さくすると、 

 

2.2 熱分解 

 各粒径範囲のカラマツ樹皮を混合した廃棄石炭利用

BB 実験試料のガス化反応性を調査するため、熱分解反応

を完了させた廃棄石炭利用 BB チャーを作製する必要が

ある。そこで、回分式の固定床反応装置（Fig. 2）を用い

て熱分解を行った。 

① 金属分散効果：ガス化反応に高い触媒作用を示す

バイオマス中のアルカリ金属･アルカリ土類金属 

(AAEM) 4, 5)が廃棄石炭利用 BB 内において広範囲

に分散する 

② 接触性増加効果：熱分解後に微細な気孔が多くで

きて廃棄石炭利用 BB チャーとガス化剤との接触

性が向上する 

熱分解は、廃棄石炭利用 BB 実験試料 5.000 g を反応管

に充填し、Ar (164 ml/min) で空気置換後、10 ℃/min の昇

温速度で室温から 900 ℃まで加熱して行い、反応管を冷

却したのち、廃棄石炭利用 BB チャーを回収した。 などの効果が起こり、ガス化反応性が高い廃棄石炭利用

BB が作製できると考えられることより、混合バイオマス

粒径を変化させることでガス化反応性が高い廃棄石炭利 

 

 

  

 

 

 

 

 Fig. 1. Schematic diagram of gasification technology. 
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2.3 水蒸気ガス化実験  
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 各粒径範囲のカラマツ樹皮を混合した廃棄石炭利用

BB チャーの、ガス化反応性を調査するため、Fig. 3 に示 

す回分式の固定床反応装置を用いて水蒸気ガス化実験を

行った。 

 水蒸気ガス化実験は、熱分解で得られた廃棄石炭利用

BB チャー1.000 g-carbon を反応管に充填し、Ar (164 

ml/min) で空気置換後、900 ℃一定において水蒸気供給 

(132 ml/min) を開始して行った。水蒸気ガス化実験にお

いて生成したガスは、熱伝導度検出器付きガスクロマト

グラフ（GC-TCD：島津製作所）により H2、CO、CO2、

CH4を定量した。 

 ガス化反応性の評価は、ガス化反応速度定数 6)（擬一

次反応速度定数 (k1 ) ）と、チャー中炭素分の 100 %がガ

スに転換した時間（ガス化反応完了時間 (tf) ）を用いて

行った。ガス化反応速度定数の算出は、以下に従って行

った。 

まず、ガス化反応を擬一次反応と見なすことから、式

(1)が得られる。 

 

dC/dt = k1 (C0-C)    ･･･(1) 

t：ガス化反応時間（min） 

C：ガス化反応時間 t における炭素の転換量（mol） 

C0：初期炭素量（mol） 

 

式(1)を解くと式(2)が得られ、 

 

ln(C0/(C0-C)) = k1t    ･･･(2) 

 

t に対する ln(C0/(C0-C))をプロットすることで直線が得ら

れ、その直線の傾きからガス化反応速度定数（擬一次反

応速度定数）k1を求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1.  Proximate analyses and metallic analyses of samples 

Water Ash VM FC K2O Na2O MgO CaO Al2O3 Fe2O3 SiO2

Waste coal 150～500 μm 4.2 27.3 33.0 35.5 6.0 1.9 4.0 5.7 72.0 28.8 154.6
Larch bark <75 μm 9.9 0.8 64.8 24.5 1.9 0.3 0.6 3.2 0.4 0.3 1.2

75～150 μm 9.9 0.8 64.8 24.5 1.9 0.3 0.6 3.3 0.3 0.2 1.3
150～250 μm 9.5 0.9 64.9 24.7 2.4 0.3 0.6 4.0 0.2 0.1 1.8
250～500 μm 9.7 0.9 64.6 24.8 2.4 0.3 0.6 4.0 0.2 0.1 1.9

Metallic composition of ash (mg/g)Proximate analysis (wt.%)
Particle size

Fig. 3. Experimental setup for H2O gasificatioan. 
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2.4 脱AAEMカラマツ樹皮を用いた廃棄石炭利用BBの

ガス化実験 

金属分散効果と接触性増加効果を確認するため、脱

AAEM 処理したカラマツ樹皮を用いて廃棄石炭利用 BB

を作製し (2.1 と同様)、熱分解（2.2 と同様）、ガス化実験

（2.3 と同様）を行った。 

カラマツ樹皮の脱 AAEM 処理 7)は塩酸を用いて行い、

誘導結合プラズマ発光分光分析装置（ICP-AES：Perkin 

Elmer Japan）を用いてカラマツ樹皮の脱 AAEM 処理を確

認した（Table 2）。 

 また、脱 AAEM カラマツ樹皮を用いた廃棄石炭利用

BB を作製する際、脱 AAEM 処理していないカラマツ樹

皮と同量の揮発分、固定炭素量を混合する必要があるた

め、脱 AAEM カラマツ樹皮の工業分析（JIS-M8812 に準

拠；水分、灰分、揮発分、固定炭素分）を行い、その分

析結果に基づいて廃棄石炭利用 BB を作製する際に必要

な脱 AAEM カラマツ樹皮量を算出した後、廃棄石炭利用

BB を作製した。 

 

3.結果と考察 

 

3.1 異なる粒径範囲のカラマツ樹皮を混合した廃棄石炭

利用 BB のガス化反応性 

 各粒径範囲のカラマツ樹皮 (<75、75 ~ 150、150 ~ 250、

250 ~ 500 μm) を混合して作製した廃棄石炭利用BBのガ

ス化速度定数（k1）とガス化反応完了時間 (tf) を Fig. 4

に示す。 

Fig. 4 より、混合バイオマス粒径を小さくすることで廃

棄石炭利用 BB のガス化反応速度定数が増加し、ガス化

反応時間が短縮することが示された。これは、各粒径範

囲に画分したカラマツ樹皮の工業分析値と金属分析値が

ほぼ変わらないことより（Table 1）、上述した金属分散効

果、接触性増加効果に主に起因していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

よって、それらの影響についての評価を行った。ちなみ

に、金属分散効果と接触性増加効果の評価は、混合カラ

マツ樹皮粒径が 250 ~ 500 μm と 150 ~ 250 μm のガス化反

応完了時間にほとんど差がないことから、混合カラマツ

樹皮粒径が 150 ~ 250 μm 以外のものを用いて行った。 

また、粒径範囲が<75、75 ~ 150 μm のカラマツ樹皮と

150 ~ 250、250 ~ 500 μm のカラマツ樹皮において触媒作

用がある K2O、CaO に差異が見られるが、K2O、CaO の

触媒作用を無くす SiO2
8)が K2O、CaO とほぼ同じ倍率で

変化しているため、金属組成の違いによるガス化反応性

への影響は極めて少ないと考えられる。 

 

3.2 金属分散効果 

金属分散効果の評価は、脱 AAEM 処理をした各粒径範

囲（<75、75 ~ 150、250 ~ 500 μm）のカラマツ樹皮を混合

して作製した廃棄石炭利用 BB のガス化反応速度定数

（k1）とガス化反応完了時間（tf）（Fig. 5）、脱 AAEM 処

理をしていない各粒径範囲のカラマツ樹皮を混合して作

製した廃棄石炭利用 BB のガス化反応速度定数（k1）とガ

ス化反応完了時間（tf）を用いることで行った。 

 

 

 

 

 

 

 

K2O Na2O MgO CaO Al2O3 Fe2O3 SiO2

Larch bark <75 μm 0.1 0.2 0.02 0.3 0.2 0.1 0.6
(Treatment with HCl) 75～150 μm 0.1 0.2 0.02 0.3 0.2 0.1 0.6

250～500 μm 0.1 0.2 0.03 0.3 0.2 0.1 0.9

Particle size
Metallic composition of ash (mg/g)

Table 2.  Metalic composition of dealkali and dealkali earth metal larch bark ash 
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 Fig. 4, 5 より、<75、75 ~ 150、250 ~ 500 μm の粒径範囲

のカラマツ樹皮中AAEM成分によるガス化反応速度定数

の増加率はそれぞれ約1.47倍 [= (2.21×10-2 )／(1.50×10-2)]、

約 1.45 倍 [= (2.16×10-2)／(1.49×10-2) ]、約 1.30 倍 [= 

(1.84×10-2)／(1.42×10-2) ]であり、混合カラマツ樹皮粒径を

小さくすることによりカラマツ樹皮中AAEM成分による

ガス化反応速度定数の増加率が上昇した（Fig. 6）。また、

カラマツ樹皮中AAEM成分によるガス化反応完了時間の

短縮時間は、それぞれ約 90 min（Δtf= 240―150）、約 80 min

（Δtf = 240―162）、約 40 min（Δtf = 260―220）であり、

混合カラマツ樹皮粒径を小さくすることでガス化反応完

了時間が短縮した（Fig. 6）。 

以上より、金属分散効果によるガス化反応性の向上、

ガス化反応時間の短縮化が示され、混合バイオマス粒径

を小さくすることによる金属分散効果が確認された。 

 

3.3 接触性増加効果 

接触性増加効果の評価は、脱 AAEM 処理をした各粒径

範囲（<75、75 ~ 150、250 ~ 500 μm）のカラマツ樹皮を混

合して作製した廃棄石炭利用 BB のガス化反応速度定数

（k1）とガス化反応完了時間（tf）を用いることで行った。 

Fig. 5 より、脱 AAEM 処理をしたカラマツ樹皮の混合

粒径範囲を 250 ~ 500 μm から 75 ~ 150 μm にすることで、

1.05 倍 [= (1.49×10-2)／(1.42×10-2) ] のガス化反応速度定

数の増加、20 min（Δtf = 260―240）のガス化反応完了時

間の短縮が示された。この差は接触性増加効果によるも 

 

のだと考えられることより、各チャーの BET 比表面積を

測定したところ、混合カラマツ樹皮粒径範囲を小さくす

ることによる約20倍 [= 55.3／2.83] の比表面積の増加が

確認され（Table 3）、この比表面積の増加がガス化反応完

了時間の短縮に影響したと考えられる（一般的に、比表

面積が大きいほどガス化反応性が高いと言われている 4, 

9））。 

しかし、脱 AAEM を処理したカラマツ樹皮の混合粒径

範囲が 75 ~ 150 μm と<75 μm のガス化反応速度定数とガ

ス化反応完了時間はほぼ変化がなかった。これは、比表

面積の増加率が約 2 倍 [= 92.2／55.3] という小さい変化

であったためだと考えられる。 

以上より、接触性増加効果によるガス化反応性の向上、

ガス化時間の短縮が示され、混合バイオマス粒径を小さ

くすることによる接触性増加効果が確認された。 

 

3.4 金属分散効果と接触性増加効果の比較 

項目 3.2、3.3 より、混合バイオマス粒径を小さくする

ことで金属分散効果と接触性増加効果によるガス化反応

性の向上、並びにガス化反応完了時間の短縮化が確認さ

れた。本項目では、ガス化反応完了時間の短縮化の主原
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Fig. 5.  Gasification reaction rate constant k1 and 
gasification reaction finished time tf of waste 
coal-biomass briquette chars (use of dealkali 
and dealkali earth metal larch barks).
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Fig. 6.  Increasing rate of gasification reaction rate 
constant and shorter hours of gasification 
reaction finished time by dispersion effect 
of metals

<75 75～150 250～500
BET specific area (m2/g) 92.2 55.3 2.83

 dealkali earth metal larch bark (μm)
Particle size of mixing dealkali and

Table 3.  BET specific area of waste coal-biomass 
briquette chars (use of dealkali and 
dealkali earth metal larch barks)
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100%
因が、金属分散効果と接触性増加効果のどちらであるか

を評価した。 

 金属分散効果と接触性増加効果の比較の評価は、金属

分散効果によるガス化反応完了時間の短縮時間と、接触

性増加効果によるガス化反応完了時間の短縮時間を、他

の混合カラマツ樹皮粒径範囲と比較することで行った。

比較した表を Table 4 に示す。 
 Table 4 より、ガス化反応完了時間の短縮化は、主に金

属分散効果によるものであることが示された。この比表

面積の影響よりも金属の影響が大きい傾向は、他の多く

の著者らも述べている傾向である 10, 11)。 

また、金属分散効果と接触性増加効果によるガス化時

間の短時間化が、混合カラマツ樹皮粒径<75 μm と 75 ~ 

150 μm を比べたものよりも、混合カラマツ樹皮粒径 75 ~ 

150 μm と 250 ~500 μm を比べたものの方が大きいのは、

分散性の評価は行っていないが、混合カラマツ樹皮粒径

を<75 μm から 75 ~ 150 μm にすることよりも、混合カラ

マツ樹皮粒径を75 ~ 150 μmから250 ~500 μmにする方が、

より広範囲にカラマツ樹皮が分散したためだと考えられ

る。 

 

3.5 生成ガス組成 

混合バイオマス粒径を小さくすることによって生成ガ

ス中の有用ガス成分に変化がないかを確認するため、生

成ガス組成を評価した。各粒径範囲のカラマツ樹皮（<75、

75 ~ 150、150 ~ 250、250 ~ 500 μm）を混合して作製した

廃棄石炭利用 BB のガス化実験から生成したガスの組成

を Fig. 7 に示す。 

 Fig. 7 より、混合カラマツ樹皮粒径を変化させても、生

成ガス中の有用成分（H2、CO、CH4）の割合は変化しな

いことが示唆された。よって、Fig. 4、Fig. 7、また、ガス

化実験によって生成するガスの量が各混合カラマツ樹皮 

粒径においてほとんど差が見られなかったことから、混 

 

 

 

 

 

 

 

合バイオマス粒径を小さくすることの有用性が示された。 

 

3.6 エネルギー効率 

混合バイオマス粒径を小さくすることによってエネル

ギー効率が高くなったかを確認するため、本実験におい

て消費した電力量を混合カラマツ樹皮粒径ごとに算出し、

その値を比較した。Table 5 に消費した電力量の詳細を示

す。 

 Table 5 より、混合カラマツ樹皮粒径を小さくすること

によって消費電力量が少なくなっていることがわかる。

また、その減少率は 大で 19 % [ = {1-(3465/4274)}×100] 

であり、ガス化実験により生成するガスの組成･量がほと

んど同じであることから、混合バイオマス粒径を小さく

することによってエネルギー効率が増加することが示さ

れた。 

Table 4. Difference values of shorter hours of gasification reaction finished time by metallic dispersion 
effect and increased contact time.

Compared  mixing sizes of 
larch barks (μm)

By metalic dispersion effect By increased contact effect
250～500 and 75～150 40 (= 80-40) 20

75～150 and <75 10 (= 90-80) 0

gasification reaction finished time (min)
Difference value of shorter hours of 

0%

20%

40%

60%

80%

<75 75 ~ 150 150 ~ 250 250 ~ 500 

H2(%)

Particle sizes of mixing larch bark (μm)
CO(%) CH4(%) CO2(%)

Fig. 7.  Cumulative gas composition of waste 
coal-biomass briquette chars. 

<75 75～150 250～500
試料の粉砕 117 35 12
ふるい分け 100 100 100

熱分解 1288 1288 1288

ガス化実験 1960 2117 2875

合計 3465 3540 4274

混合カラマツ樹皮粒径 (μm)

消費電力量 (wh)

<75 75～150 250～500
試料の粉砕 117 35 12
ふるい分け 100 100 100

熱分解 1288 1288 1288

ガス化実験 1960 2117 2875

合計 3465 3540 4274

混合カラマツ樹皮粒径 (μm)

消費電力量 (wh)

Table 5. Wattages of this experiment
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3.7 経済的効果 

廃棄石炭利用 BB のガス化技術による利用可能性を詳

細に調査するため、廃棄石炭利用 BB のガス化技術につ

いての経済的評価を行った。経済的評価は、廃棄石炭利

用BBとガス化用石炭の市場価格(2008年現在の為替相場、

1 元=16 円)と発熱量を用いることで行った。 

 まず、従来の BB の製造コスト 12)を用いて廃棄石炭利

用 BB の市場コストを算出した（Table 8）。なお、Table 8

は、年間 20 万トンの廃棄石炭利用 BB を生産するプラン

トを作り、7 年間で投資金額を回収できるように設定した

場合の表である。続いて、Table 8 から算出した廃棄石炭

利用 BB の売価と発熱量、およびガス化用石炭の売価と

発熱量から、1 元当たりの発熱量を算出した（Table 9）。 

Table 9 から、ガス化用石炭より廃棄石炭利用 BB の方

が 1 元当たりの発熱量が高く、廃棄石炭利用 BB のガス

化技術の経済的評価は高いことが示された。しかし、こ

の経済的評価は発熱量のみでしか評価していない。廃棄

石炭利用 BB はガス化用石炭に比べ灰分が多く、その灰

の処理に経費が多くかかると考えられる。また、灰によ

る装置の劣化なども考えられる。この経済的評価にはそ

れらの評価は含まれていないことから、それらの因子も

調査して経済的評価を行う必要があると考えられる。 

 

4.まとめ 

 

本研究では、廃棄石炭利用BBのガス化時間の短時間化

を目指し、混合バイオマス粒径を変化させることによる

廃棄石炭利用BBのガス化反応性への影響を調査した。ま

た、廃棄石炭利用BBのガス化技術についての経済的評価

を行った。本研究により、以下のことが分かった。 

・ 廃棄石炭利用BBを作製する際の混合バイオマス粒径

を小さくすることで、廃棄石炭利用BBのガス化反応

性が向上し、ガス化反応完了時間が短縮された。こ

れは、ガス化反応に触媒効果を示すバイオマス中

AAEM成分が廃棄石炭利用BB内においてより広範囲

に広がり（金属分散効果）、また、熱分解後に微細な

気孔を多く持つ廃棄石炭利用BBチャーが作製された

こと（接触性増加効果）によるものだと考えられる。 

Table 8. Cost of conventional waste coal-biomass briquette 

総コスト 単位コスト
（万元） （元/ｔ）

1 原料費 1186.00 55.12
廃棄石炭 20元/ｔ 20×17 (万ｔ) 340.00 15.81
バイオマス 165元/ｔ 165×3 (万ｔ） 494.00 22.96
硫黄固定剤 226元/ｔ 226×1.56 (万t) 352.00 16.35

2 電気代 0.4元/ｔ 0.40×537.50 (万kWh） 215.00 9.97
3 燃料費 120元/ｔ 120×1579 18.95 0.87

No. 項目名 計算根拠 計算式

4 修理費 25% 4760.05×25 ％ 119.00 5.52
5 減価償却 331.44 15.37

装置 4760.05元 4760.05/15 317.30 14.72
土木建築 563.50元 563.50/40 14.09 0.65

6 給与と福祉 78.66 3.64
給料 500元/人・月 500×115×12 69.00 3.20
福祉 給与の14 ％ 69×14 ％ 9.66 0.45

7 仕事保険 給与の24.6 % 69×24.6 ％ 16.97 0.79
8 管理費 4元/ｔ 4×21.56 86.24 4.00
9 借入金利息 3724万元 3724×2.75 % 102.40 4.75
10 流動資金利息 383.31万元 383.31×6.75 % 25.87 1.20
11 他の費用 2元/ｔ 2×21.56 43.12 2.00

製造コスト 合計 4605.00 103.00
売価 118.00

売価（元/t） 発熱量（kcal/kg） 発熱量/売価 (Mcal/元)
廃棄石炭利用BB 118.0 2500～5000 21.2～42.4
ガス化用石炭 666.7 （2007年10月） >6500 >9.7

Table 9. Costs and calorific values of waste coal-biomass briquette, coal used for gasification 
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また、廃棄石炭利用BBのガス化時間の短縮化は、主

に金属分散効果によるものだと考えられる。 

・ 廃棄石炭利用BBを作製する際の混合バイオマス粒径

を変化させても、ガス化により生成するガスの組成

はほぼ変化しないことが示唆された。よって、混合

バイオマス粒径を小さくしても、生成する有用ガス

の割合は変化しないことが示された。 

・ 混合バイオマス粒径を小さくすることによって消費

電力量が少なくなることが示された。また、その減

少率は 大で19 %であり、ガス化実験により生成す

るガスの組成･量がほとんど同じであることから、混

合バイオマス粒径を小さくすることによってエネル

ギー効率が増加することが示された。 

・ ガス化用石炭より廃棄石炭利用BBの方が1元当たり

の発熱量が高く、廃棄石炭利用BBのガス化技術の経

済的評価は高いことが示された。 

以上より、混合バイオマス粒径を変化させることで、

ガス化反応性の高い廃棄石炭利用 BB を作製することが

でき、より短時間で廃棄石炭利用 BB を有用なガス燃料

に転換することが可能であること、また、廃棄石炭や廃

棄バイオマスの有効利用技術 13~22)の一環として、BB のガ

ス化技術の開発と同時に、その経済的評価は高いことが

示された。 
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論文 

 
石炭ガス化におけるタールと灰分との不均一反応に関する基礎研究 

 
Study on heterogeneous reactions between tar and ash during coal gasification 

 
王青躍*、井古田亘佑 

 
Qingyue WANG and Kosuke IKODA 

 

In coal gasification, it is one of the problems to sub-generated tar. To solve this trouble, we focus attention 

on that major components of ash contain calcium oxide (CaO) that is known as catalyst can decompose tar, and 

thought whether the tar was able to be decreased by using the ash in gasification furnace. The purpose of this 

study is to demonstrate reactions between tar and ash during coal gasification, and to estimate effect of tar 

decrease by ash. 

In this study, toluene, CaO, and Carbide from phenol resin was selected as the model tar, model ash, and 

model carbon, respectively. Experiments were carried out by passing toluene to CaO in flow fixed-bed reactor 

under increasing temperature (25~900 ℃, 10 ℃/min), and under constant temperature (700 ℃ and 900 ℃) 

for 5 h. As a result, it is turn out that CaO is effective to decreasing toluene. The rate constant when toluene 

decompose with CaO is about 58 times as large as rate constant when toluene decompose without CaO at 

700 ℃, is about 30 times at 900 ℃. Also, although model carbon didn’t affect toluene conversion, when 

toluene decompose with CaO combined model carbon, benzene yield is decreased from it when toluene 

decompose with nothing. 

Keywords: coal gasification, pyrolysis, tar, ash, toluene, calcium oxide, heterogeneous reaction 

 
 

1.はじめに 

 

石炭ガス化技術は、還元雰囲気下で石炭に熱エネルギ

ーやガス化剤（H2O や CO2）を添加することで石炭から

燃料ガスを生成する技術であるが、燃料ガスだけでなく

タール（＝凝縮性炭化水素）も副生成してしまう可能性

がある。タールは、ガス化炉後流においてラインの閉塞

など様々な問題の要因となることから、石炭ガス化技術

においては、ガス化炉で生成するタールを抑制すること

が重要な課題の一つとなっている。 

 この課題の対策として、我々は、タール低減触媒と

して振舞うことが報告されている CaO 及び MgO が石炭

中の灰分（＝石炭中に含まれる無機物）の主要成分であ

ることに着目し 1)、ガス化炉の主流となっている流動床

や噴流床の中ではタールと灰分が接触する可能性がある

ことから、ガス化炉中で灰分を利用してタールの低減が

できるのではないかと考えた。また、このようなガス化

炉中におけるタールと灰分との不均一反応に着目した研

究は希少なのが現状であることから 2)、タールと灰分と

の不均一反応を明らかにすることは、ガス化炉中におけ

るタールの挙動を理解する上での一助にもなる。 

 以上のことから、本研究では、ガス化炉中における

タールと灰分との不均一反応に焦点を当て、その反応を

明らかにすると共に、灰分がタールの低減に与える影響

を評価することを目的とした。そして、タールモデル化

合物を灰分モデル化合物と反応させた模擬実験を行い、

反応生成物を定量し、得られたデータから速度論的な解

析を行った。なお、本研究では、灰分の主要成分の中で

タール低減触媒として振舞う可能性のある CaO 及び

MgO を灰分のモデル化合物として用いた調査を行った
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が、本論文では主として顕著な傾向が見られた CaO に関

する結果について報告する。 

 

2.実験方法 

2.1. モデル化合物の選択 

本研究では、何千種もの炭化水素の複合体であるター

ル、および複雑な組成を持つ灰分を以下のようにモデル

化し、実験に用いた。 

○ タール 

石炭由来タールの主要成分の一つとして報告されてい

るトルエンを選択した。 

○ 灰分 

石炭中灰分の中でも比較的含有量の多い灰分モデル化

合物として CaO 及び MgO（Wako, Purity：98 %）を選択

し、ハイプレッシャージャッキにより圧縮成型し、その

成型体を乳鉢により粉砕し、さらにふるい振とう機によ

りふるい分けを行うことで粒径 250 ~ 500 μm に整粒・画

分した。 

また、実験の前処理として、250 ~ 500 μm に整粒した

CaO 及び MgO をマッフル炉（950 ℃）で 3 h 煆焼させ、

CaO及びMgO表面に化合したH2OとCO2を脱気させた。

なお、CaO 及び MgO を発現する脱水、脱炭酸して実験に

用いた。 

○ 炭素分 

ガス化炉中の灰分は、石炭のガス化段階に応じて炭素

分と混合した状態で存在する場合もある（Fig. 1）3)。本

研究では、その場合も考慮するために、フェノール樹脂

PL-4804（群栄化学工業）を熱硬化（180 ℃、2 h）させ、

さらに Ar 雰囲気化で熱処理（20 ~ 900 ℃, 10 ℃/min, 

900 ℃で 30 min 保持）することによって得たフェノール

樹脂炭（C wt.% > 94）の造粒物（250 ~ 500 μm）を炭素分

のモデル化合物として用いた。 

○ 混合物（CaO/炭素分） 

 円筒型のステンレスホルダー内にモデル灰分とモデル

炭素分を入れ、そのホルダーを上下に振ることで得た物

理混合物をチャーのモデル化合物とした。 

 

2.2. 実験 

2.2.1. トルエンの昇温熱分解 

Fig. 2 に示す実験系を用いて、灰分の条件を変化させた

トルエンの昇温熱分解を行った。ステンレス反応器（f）

および石英管（h）の内部を Ar ガスで十分に置換した後、

ステンレス反応器へトルエン（49.3 ppm）を通気（158 

mL/min）した。ステンレス反応器に充填された灰分 and/or

炭素分（j）を通過したトルエンの一部を反応器後段にて

サンプリングし、GC-FID を用いて濃度の安定を確認した。

トルエン濃度の安定後、Table 1 に示すような条件で実験

を行いった。7 min 毎に反応器後段で反応ガスの一部をサ

ンプリングし、GC-FID を用いてトルエン、ベンゼンおよ

びメタンを定量し、式(1)を用いてトルエン転化率を算出

した。 

2.2.2. トルエンの定温熱分解 

Fig. 2 に示す実験系を用いて、灰分の条件を変化させた

トルエンの定温熱分解（700 ℃、900 ℃）を行った。ステ

Table 1.  Experimental conditions 
Model ash or Model carbon 1.00 g
Mixture(Ash：Carbon = 1：1) 2.00 g

Toluene 49.3 ppm
Toluene flow rate 158 mL/min

Contact time (Ash) 0.371 s
Furnace temperature 25 ~ 900 ℃ (10 ℃/min)

Gas analysis (GC-FID) Toluene, benzene, methane

Fig. 1.  Ash behavior during gasification of coal. 3) 

Fig. 2.  Experimental setup. 
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ンレス反応器および石英管の内部を Ar ガスで十分に置

換し、管状電気炉（c）を実験温度で一定に保った。その

後、ステンレス反応器へトルエンを 5 h 通気し、実験を行

った。実験条件は、温度以外 Table 1 と同様である。10 min

毎に反応器後段で反応ガスの一部をサンプリングし、

GC-FID を用いてトルエン、ベンゼンおよびメタンを定量

し、実験終了前 3 点のデータの平均値を用いて式(1)より

トルエン転化率を算出した。 

 

3. 結果と考察 

3.1. トルエンの昇温熱分解 

3.1.1. CaO の影響 

 トルエン転化率をFig. 3 に、ベンゼン生成率をFig. 4 に

それぞれ示す。Fig. 3 よりCaOがトルエンの転化を促進し

ていることが見てとれる。これは、CaOにおいて正の極

性を持つCaがトルエン中ベンゼン環のπ電子雲の安定性

を低下させたことに起因すると考えられる 4)。ここで、（生

成したベンゼン）/（転化したトルエン）（以下B/T）を算

出するとTable 2 のようになる。Table 2 より、ベンゼン以

外の物質へ転化したトルエンが存在することが分かるが、

トルエン、ベンゼン、メタン以外のピークがほとんど観

測されなかったこと、及び白色のCaO表面が実験後に黒

色へ変色していたことを考慮すると、ベンゼンへ転化し

なかったトルエンは大部分がコークスへ転化したと考え

られる。よって、CaOによるトルエン転化の促進は、550 

~ 750 ℃においてはトルエンの脱アルキル化＋コークス

化、750 ~ 900 ℃においてはトルエンのコークス化に由来

すると推察された。 

Table 2. Produced ratio of benzene converted from 
pyrolysis of toluene over CaO 

Temperature［℃］ 540 610 680 750 820 900
Benzene/toluene 37.9 39.5 37.3 24.1 8.3 0.8
［％, mol/mol］

トルエン転化率（％）

導入したトルエン量

未反応のトルエン量
×100 (1)＝ 1 －

トルエン転化率（％）

導入したトルエン量

未反応のトルエン量
×100 (1)＝ 1 －

, m
ol

/m
ol

-fe
ed

 )

 また、ガス化炉中には H2O や CO2などのガス化剤が多

量に存在しており、コークスはタールよりもガス化剤と

の反応性が極めて高く 5)、ガス化剤と反応することで燃

料ガスへと転換されることから、ガス化炉中で CaO 表面

にトルエンをコークスとして蓄積することは、トルエン

の低減と共に、トルエンを燃料ガスへ転換することにつ

ながると考えられる。 
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3.1.2. 炭素分の影響 

 Fig. 3, 4 より、トルエンの熱分解に対する炭素分の影響

はほとんど見られなかった。 

3.1.3. 混合物（CaO/炭素分）の影響 

 CaO に炭素分を混合してもトルエン転化率は変化しな

いのに対して（Fig. 3）、ベンゼン生成率は 650 ~ 800 ℃付

近でCaOよりも混合物の方が減少するという結果が得ら

れた（Fig. 4）。この現象についてさらに調査するため、

昇温熱分解では反応が定常状態に達していない可能性が

あることから、トルエンの定温熱分解（700 ℃、900 ℃）

を行った。 

3.2. トルエンの定温熱分解 

3.2.1. トルエン転化率・ベンゼン生成率 

トルエン転化率とベンゼン生成率の結果を、CaO 及び

混合物条件のみ Fig. 5 に示す。 Fig. 4. Benzene yield from pyrolysis of toluene over CaO 
and/or carbon. 
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Fig. 3. Effect of CaO and/or carbon on pyrolysis of 
toluene. 
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同一反応温度で CaO と混合物のトルエン転化率、ベン

ゼン生成率をそれぞれ比較すると、700 ℃におけるベンゼ

ン生成率のみ有意差が生じており、CaO > 混合物であっ

た。そこで、CaO 量一定条件下で Carbon / CaO を変化さ

せた実験を行ったところ、700 ℃におけるベンゼン生成率

のみ Carbon / CaO の増加に伴って減少するという結果が

得られた。以上のことから、CaO に炭素分を混合するこ

とによるベンゼン生成率の低下効果は、温度、及び混合

する炭素分の量に依存する現象であると言うことができ

る。 

 また、IEA Gasification Task 会議（Brussels 1998）6)では

『ベンゼンよりも沸点の高い有機化合物をタールとして

みなすべきである』としており、この定義に従ってター

ル除去率を算出（式(2)）すると、700 ℃においては、CaO

条件下で 19.2 %、混合物条件下で 23.7 %となり、約 5 %

もの差が生じてしまうことから、タール転化を評価する

際にはCaO近傍の炭素分の影響を考慮する必要があるこ

とが示唆された。 

 

3.2.2. （生成したベンゼン）／（転化したトルエン） 

 B/Tの結果を、熱分解及びCaO条件のみFig. 6に示す。

700 ℃において CaO を導入すると B/T が増加しているの

は、CaO がトルエンの脱アルキル化に寄与したためであ

り、一方 900 ℃において CaO と MgO を導入すると B/T

が減少しているのは、CaO と MgO がベンゼンの転化に寄

与したためであると推察された。また、熱分解において

温度増加に伴い B/T が増加しているのは、トルエンがよ

り熱的に安定なベンゼンへ転化したためであり、一方

CaO において温度増加に伴い B/T が減少しているのは、

温度増加に伴うCaOの触媒能向上によりベンゼンの転化

が促進されたためであると考えられた。上述より、CaO

によるトルエンの転化は、トルエンの脱アルキル化によ

りベンゼンを生成し、さらにそのベンゼンを転化すると

いう 2 段階反応が一つの反応経路である可能性が示唆さ

れた。 

3.2.3. 反応速度定数・活性化エネルギー 

 反応器中の Reynolds 数（Re）を算出すると、700 ℃：

Re = 1.66、900 ℃：Re = 1.21 であるので、反応器中の試料

流れを栓流と仮定すると、反応器内のトルエン濃度は流

れ方向に連続的に変化することから、触媒層において流

れ方向に垂直な二つの断面に挟まれた微小体積について

トルエンの物質収支をとり、トルエン定温熱分解で求め

たトルエン転化率を用いて反応速度定数を算出した

（Table 3）。Table 3 より、CaO と MgO が存在すると、ト

ルエン転化に関する速度定数が、700 ℃においては約 58

倍、900 ℃においては約 30 倍増加していることが分かり、

トルエン転化に対して CaO と MgO が及ぼす影響の大き

さが伺える。また、Table 3 の結果を用いて算出した活性

化エネルギーを見てみると、CaO の導入によって活性化

エネルギーが 125 kJ/molから 93 kJ/molへ低下しているこ

とが確認でき（Table 4）、このことからも CaO によるト

ルエン転化の促進が見て取れる。 

 

4. まとめ 

 本研究では、ガス化炉内で灰分がタールの低減に与え

る影響を調査するため、灰分モデル化合物である CaO と

タール除去率（％）

＝ トルエン転化率 －
導入したトルエン量

生成したベンゼン量
×100 (2)

タール除去率（％）

＝ トルエン転化率 －
導入したトルエン量

生成したベンゼン量
×100 (2)

Fig. 5. Toluene conversion and benzene yield during 
pyrolysis of toluene and over CaO. 
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Fig. 6. Produced ratio of benzene converted from 
pyrolysis of toluene and over CaO. 
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Bed Activation E. (kJ/mol) Coefficient of determination
Pyrolysis 125 0.993
CaO 93 0.990
Carbon 108 0.640
Mixture 105 0.980

Table 3. Rate constant on pyrolysis of toluene under constant temperature. 

Rate constant (/s) Standard deviation Rate constant (/s) Standard deviation
Pyrolysis 0.04 0.002 0.49 0.11
Carbon 0.23 ― 3.33 3.55
CaO 2.03 0.29 14.5 1.34
CaO & carbon 1.01 0.23 9.17 1.98
MgO 3.19 ― 25.1 ―
MgO & carbon 1.62 ― 11.7 ―

900 ℃Bed 700 ℃

タールモデル化合物であるトルエンを不均一反応させた

実験を行った。その結果、CaO はトルエンの転化を促進

し、その主要経路はコークス化であったことから、ガス

化においてCaOはトルエンの低減に効果的な灰分中の成

分であることが示唆された。また、CaO 近傍に存在する

炭素分は、トルエン転化率には影響を与えないが、ベン

ゼン生成率を減少させたことから、タール転化を評価す

る際にはCaO近傍に存在する炭素分の影響を考慮する必

要があることが示唆された。今後は、トルエンよりも分

子量が大きく、沸点の高いタールモデル化合物や、CaO

以外の灰分モデル化合物を用いた不均一反応のデータを

取得し、将来的には、実際のタールや灰分を用いた不均

一反応を行うことで、灰分がタールの低減に有効かどう

か評価していく必要がある。 
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Cognitive Distance Affected by Urban Vegetation: Evaluation at 
Perspective Knowledge Level 

 
  

Ganga N. Samarasekara*, Kiyotaka Fukahori** & Yoichi Kubota*** 
 

 
This research was aimed to investigate how the presence of tree lines in urban streets could affect the 
perspective distance judgment and to establish a set of vegetation design parameters that could affect such 
judgment. By varying the vegetation design parameters growth stage, spacing, tree species and canopy 
condition, the investigation evaluated the corresponding evaluation for the subjective distance. Results 
showed that subjects overestimated the distances in the vegetated settings in comparison to the non-
vegetated settings. The spacing of trees was found to be affective on cognitive distance judgment. 

 
Keywords: Cognitive distance, Perspective distance, Spatial cognition, Urban vegetation 
 
 

1. Introduction 
 
  Spatial cognition is an important information source 
for navigational decisions. Cognitive map, having a 
wide acceptance as an effective representation of 
human spatial knowledge, is often used as a tool in 
evaluating spatial cognition. Through their spatial 
behavior people acquire important inputs leading to 
the formation of a new cognitive map or alterations to 
an existing cognitive map. Such cognitive map would 
in turn affects human behavior. Past researchers have 
extensively studied how cognitive map could be 
affected by the variations in spatial and geometric 
characteristics of the space as well as various elements 
therein. The need to study the effect of landscaped 
elements on human spatial representation has been 
suggested earlier1) considering the visual and 
psychological effects brought about. The use of 
landscaping elements to alter spatial relations of urban 
space is famous among designers. According to 
Arnold 2) trees can organize the space in both 
horizontally and vertically. 
______________________________________________ 
*Graduate student 
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Okubo, Sakura-ku, Saitama, 338-8570, Japan 
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***Professor 
 Division of Environmental Science and Infrastructure 
Engineering, Faculty of Engineering, Saitama University, 
255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, 338-8570, Japan  

Horizontally they do it by visually enclosing, 
completing, or defining area of open space. Vertically 
they define space through the ceiling of canopy. 
Zube3) giving specific reference to tree lined streets of 
Paris suggested, the ability of street trees to reduce the 
city scale down to human comprehensible level. 
  Evans, Catharine, and Pezdek 4) found that areas with 
landscaped elements were well represented in 
cognitive maps. Sheets and Manzer5) showed that the 
introduction of trees to suburban streets significantly 
changed the spatial cognition of subjects in a broader 
sense, in comparison treeless status. 
  The component of spatial cognition   related to the 
distance representation is referred to as the cognitive 
distance. Knowledge about environmental distances is 
a vital source for human navigational decisions such 
as route, destination or mode choice.  
  Some literature about environmental distances 
considers the distance knowledge in terms of two 
types namely cognitive distance and perceptual 
distance. In this context cognitive distance refers to 
the human belief about distances between places in 
large-scale space, places which are far apart and 
obscured so as not to be visible from each other 6). The 
perceptual distance on the other hand refers to the 
people’s idea about distances between places, which 
are visible from each other and are insight during the 
estimation procedure7). Thus this differentiation is 
based on the factors whether the respondents engage 
in a walking task and whether the two points in 
between which the distance is measured could be 
visible at the time of distance estimation. Therefore 
this classification ultimately deals with how the 
distance is measured by the respondents. Accordingly, 
considering the method of evaluation of this 
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experiment, which is the photo simulation method, 
distance investigated here falls in to the perceptual 
distance category. The authors however are of the 
view that such a classification should give more 
attention to what kind of distance measurement is used 
instead of the method of evaluation. Accordingly, any 
subjective distance judgment falls on to the category 
of cognitive distance while those distances perceivable 
from a single vantage point without requiring to walk 
for to evaluate the distance would form a special kind 
of the distance judgment within the group of cognitive 
distance called as perspective distance. Therefore 
those concepts applicable for cognitive distance would 
equally be applied to perspective distance judgment. 
  In an experiment to evaluate the effect of tree size 
and texture on judgment of tree size and distance, 
Serpa and Andreas8) found that smaller trees to be felt 
larger than the real size. Also the distance between the 
tree and the observer were overestimated in relation to 
the actual distance. Their results also showed fine 
textured trees to appear larger and more distant from 
the observer in relation to actual dimensions. Although 
their experiment was focused on direct distances from 
the observer to trees in a park, the results suggest the 
ability of trees to affect distance judgment. In addition   
it reminds the sensitivity of characteristics of trees 
such as size and texture which in a broader sense 
could be attributed to type of species or the growth 
level. The present study extends these findings by 
studying how the presence of vegetation in urban 
street could change the distance judgment in 
comparison to a non-vegetated setting.  
  Route segmentation hypothesis about   distance 
cognition shows that, a route segmented by features 
would correspond to a distance judgment, which is 
longer than it’s unsegmented form. Past researchers 
have used a wide range of elements such as turns, 
buildings as environmental features9). The effect of 
discrete elements or groups of elements has also been 
discussed in previous work10). Though the effect of 
continuous objects for distance judgments is not clear, 
there are some evidences that extended objects could 
affect allocentric representations of human’s 
suggesting the effect on spatial cognition11). Here the 
authors would treat street trees as the environmental 
feature considering its ability to be a discrete object or 
to form a continuous object with other trees once 
lined.  
 

2. Hypotheses 
 
2.1 Hypothesis I 
  Introduction of trees to the street network would not 
change the cognitive distances in comparison to the 
non-vegetated condition. 
 

 2.2 Hypothesis II 
  Cognitive distance judgment would not differ with 
the variations in design parameters governing the tree 
design. Variation of the design parameters tree 
spacing, tree species, growth stage and canopy status 
(summer canopy Vs winter canopy) were considered 
in this relation.  
 

3.   Materials and Methods 
  

  A pilot experiment was conducted to assess 
applicability of photos as a representative simulation 
of the real environment in relation to distance 
judgment. Distance judgements taken after real site 
and photo stimuli exposure revealed  that they do not 
deviate significantly from each other. Thus the 
experiment the main experiment was conducted by 
assuming that a photo stimulus is a representative 
media of the real site.  
  The main experiment was carried out using 72 photo 
simulated street images as the stimuli belonging to 9 
different streets. Nineteen students (14 males and 5 
females) of Saitama University voluntarily 
participated to the experiment (Average age 26 years). 
The factors Growth Stage and Spacing were simulated 
in three levels. Species Ginko, Zelkova and Sakura (in 
their summer canopy condition) represented three 
levels of species factor along with a bare canopied 
condition of Zelkova tree representing the winter 
condition (Figure 1). Each of the resultant 36 
conditions depicted a 200m long typical Japanese 
residential street, and was shown through two 
photographs to make up 72 photos. For each condition 
the first photo showed non-vegetated condition 
(reference photo) while the second one showed the 
vegetated (judgment photo) condition of the same 
street. Tree images were generated using a tree 
simulating software while the street images were 
generated using visualization software. With the use of 
a photo retouch software, the foresaid images were 
merged to produce the final stimuli depicting a 
viewpoint from the middle of the road.  
  The experiment consisted of two phases. In the first 
phase the non-vegetated picture condition was shown 
first for 10 seconds within which the participants were 
asked to judge the distance to a sign shown in the 
photo. Thereafter the judgment photo was shown for 
30 seconds within which the respondents judged 
distances to each of the two signs in that photo and 
mark those distances in the evaluation sheet. The two 
signs represented distances belonging two objective 
distance ranges (range A=20m-35m; range B=50m-
65m). The evaluation sheet consisted of two straight 
lines depicting the reference and judgment road 
conditions and the respondents had to mark the 
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Figure. 1 :Stimuli used (a) G, G1, S1; (b) G, G1, S2; (c) G, G1, S3; (d) S, G1, S3; (e) S, G2, S3; (f) 
S, G3, S3; (g) Z, G1, S3; (h) W, G1, S3; (i) Reference photo (non-vegetated) condition; 
(G-Ginko, Z-Zelkova, W-Winter Canopy, S-Sakura; G1-Fully Grown, G2-Middle 
Grown, G3-Young 3; S1-10m Spacing, S2-15m Spacing, S3-30m Spacing) 

 (a)       (b)         (c) 

 (d)       (e)         (f) 

   (g)       (h)         (i) 

judgment distances by referring to the first condition 
(no meter scale was provided).  
  The second phase was conducted to evaluate the 
subjects` subjective idea of distance for a given 
objective distance. In this phase the subjects were 
presented only with those pictures showing the non-
vegetated condition (the same pictures as used in the 
phase one) of each of the 9 streets for 15 seconds. 
Within the given time the participants judged the 
distance to the sign marked on the photo in terms of 
meters and mark it on the evaluation sheet. The 
evaluation sheet had a single line on which the 
marking for the100m length was shown. It should be 
noted that the subjects were not guided with what 
100m in the photo environment. Instead the 100m 
mark was provided in the paper to be used as a scale 
for marking.  In each of the phases the photos were 
presented in a random order. Also in both phases of 
the experiment participants were allowed to do several 
trials at the beginning until they were confident about 
the marking procedure. 
 

 
 
 
 

4.  Data Analysis 
 
4.1 Data used 
Mji- Distance judgment of ith judgment street as 
marked in paper averaged over 19 subjects  
MJi- Objective distance of of ith judgment street (as 
used in the visualization software) 
Mri- Distance judgment of ith reference street as 
marked on the paper averaged over 19 subjects  
Mris- Distance judgment of ith reference street in 
meters averaged over 19 subjects  
MRi- Objective distance of ith reference street  
 
4.2 Analysis for Hypothesis I  
  Subjective distance judgment of vegetated condition 
(Mji) was plotted against the Subjective distance 
Judgment of non-vegetated condition (Mri*MJi/ MRi) 
(in terms of lengths marked on the paper). The least 
square regression line for the data was plotted. 
Research hypothesis was tested by statistically testing 
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the coincidence of the least square regression line with   
line Y = X. 
 
4.3 Analysis for Hypothesis II 
  The analysis of data of hypothesis II was done by 
relating subjective distance judgment to the 
corresponding objective distance judgment.  
  The relationship between a particular subjective 
distance judgment and the corresponding objective 
distance was investigated in terms of two commonly 
used functions. In addition to the linear function, 
Stevens12) power function has also been used. 13,14,15) 

1) Linear Function  
Y = a + bX  

2) Power Function  
Y = aXb 

Where Y = Subjective Distance, X = Objective 
distance, and a & b are constants  
 The analysis was done using the plot Subjective 
Distance versus Objective distance. For the analysis of 
the factors Growth Stage and Spacing, Subjective 
distance (Mji*Mris/Mri) was plotted against Objective 
distance (MJi) (in terms of lengths in the real 
environment). For the analysis of Species factor, 
Subjective distance (Mji) was plotted against 
Objective distance (MJi*Mri/Mris) (in terms of lengths 
marked on the paper). 
 The least square regression lines were plotted for both 
linear and power functions. Using the regression 
analysis, the values of constants a and b were 
established. The goodness of fit was checked through 
coefficient of determination (r2) and by testing the 
regression coefficient (b) for being significantly 

different from zero )-(u/(sb/  (t 22 )û∑= ) 
s= standard error of the estimate, u= objective 
distance, û  = Mean of objective distance) for both 
functions (Table 1). In addition Runs Test 16)  was 
done to examine whether such regression lines 
systematically deviate from the data. The efficiency of 
linear versus power function to describe the data was 
tested using Akaike`s Information Criteria (AIC) 17). 
Hypothesis for each factor was checked by checking 
the coincidence of the above curves at different levels 
of   each factor. 
 

5.   Results 
 
5.1 Hypothesis I  
  The null hypothesis that the introduction of 
vegetation would not change the subjective distance 
judgment of the respondents was tested. Accordingly 
the data of the plot Subjective distance (vegetated) 
versus Subjective distance (non vegetated) should 
have yielded a Y = X relationship. The linear 

regression model yielded Y = 8.721 + 0.8511X. The 
null hypothesis was rejected significantly (p <0.001). 
Thus the results suggest that the introduction of 
vegetation has changed the subjective distance 
judgment significantly. In order to investigate whether 
such introduction would lead to overestimation or 
underestimation, the authors conducted a simple test 
by considering the number of data points below and 
above the Y = X line. Out of 72 data points 61 points 
(84.72%) were above the line Y = X and while 11 
points (15.28%) were below the line         Y = X. 
These results suggest that the introduction of 
vegetation has lead to an overestimation in the 
subjective distance judgment.  
 
5.2 Hypothesis II 
Hypothesis IIa – Effect of Growth Stage  
  The goodness of fit of regression lines: Both linear 
and power functions well described the data of all 3-
growth stages (Table 1). Both r2 value and statistical 
test on regression coefficients b revealed the existence 
of highly significant correlation for both functions for 
all growth stages. The Runs Test indicated that the 
deviation of data from the regression models were not 
significant. The AIC test indicated that the preference 
for the linear model to the power model for all three 
growth stages.  
 
  Effect of growth stage on distance cognition: The 
null hypothesis that data belonging to all three growth 
stages could be explained by one regression curve was 
tested against alternative hypothesis of usage of 
different curves to describe data. For both power and 
linear functions, the data did not reject the null 
hypothesis implying that three data sets did not 
support different   curves. Thus results suggest that the 
different growth stages would not induce different 
cognitive distances at perspective level. 
 
Hypothesis IIb– Effect of Spacing of trees 
  The goodness of fit of regression lines: Both linear 
and power functions well described the data of all 3 
tree spacing (Table 1). Both r2 value and statistical test 
on regression coefficients b revealed the existence of 
highly significant correlation for both functions for all 
three spacing. Runs Test indicated that the deviation 
of data from the regression models were not 
significant. The AIC test indicated that the preference 
for the linear model to the power model for all tree 
spacing levels. 
 
  Effect of spacing on distance cognition: The null 
hypothesis that data belonging to all three levels of 
tree spacing could be explained by one regression 
curve was tested against alternative hypothesis of 
usage of different curves to describe data. For both  
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power and linear functions, the data rejected the null 
hypothesis implying that three data sets supported 
different   curves (p<0.0001). Thus results suggest that 
for a given objective distance different tree spacing 
would induce different cognitive distances. The 
magnitude to regression coefficient b increased with 
the increase in spacing. This implies that for a given 
objective distance the trees when spaced far apart 
would induces longer cognitive distance values than 
when spaced relatively closer. 
 
Hypothesis IIc – Effect of tree species and canopy 
condition 
  The goodness of fit of regression lines :Both linear 
and power functions well described the data of all 4 
types (Table 1). Both r2 value and statistical test on 
regression coefficients b revealed the existence of 
highly significant correlation for both functions for all 
4 types. The Runs Test indicated that the deviation of 
data from the regression models were not significant 
for tree species Ginko and Sakura for both linear and 
power functions. The two canopy forms of Zelkova 
species (summer canopy and winter canopy) showed 
significant deviation from the linear model while the 
deviations from the power model were not significant. 
The AIC test indicated that the preference for the 
power model to the linear model for all four species. 
 
  Effect of tree species on distance cognition: The null 
hypothesis that data belonging to four species types  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
could be explained by one regression curve was tested 
against alternative hypothesis of usage of different 
curves to describe data. For both power and linear 
functions, the data did not reject the null hypothesis 
implying that four data sets did not support different   
curves. Thus suggested that the different tree species 
would not induce different cognitive distances at 
perspective level.  
 
Hypothesis IId – Effect of canopy condition 
 The goodness of fit of regression lines: Both linear 
and power functions well described the data of both 
summer and winter canopy condition (Table 1). Both 
r2 value and statistical test on regression coefficients b 
revealed the existence of highly significant correlation 
for both functions of the two-canopy condition. 
The Runs Test indicated that the deviation of data 
from the regression models were not significant for 
power model but significant for linear model. The AIC 
test indicated that the preference for the power model 
to the linear model by both canopy condition.  
 
  Effect of canopy condition on distance cognition: 
The null hypothesis that data belonging to both canopy 
conditions could be explained by one regression curve 
was tested against alternative hypothesis of usage of 
different curves to describe data. For both power and 
linear functions data did not reject the null hypothesis 
implying that three data sets did not support different   
curves. Thus results suggest that different canopy 

Figure 2 : Subjective Distance (vegetated) (Mji) Vs Subjective    Distance (Mri*MJi/MRi) (non   vegetated)
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conditions would not induce different cognitive 
distance at perspective level.                                                                                                                           
 

6.  Discussion  
 
6.1 Presence of Vegetation and Distance Judgment 
The outcomes of the investigations could be 
summarized in to the following points. 
• The introduction of vegetation has affected the 

subjective distance judgment. The distances in the 
vegetated setting were overestimated in 
comparison to the non-vegetated setting. 

• Trees belonging to different growth stages or 
different species do not induce different subjective 
distance judgments. Trees in full canopy do not 
induce distance judgments that are different from 
bare canopy condition. 

• The spacing of trees would affect the cognitive 
distance judgment. Those trees placed far apart 
from each other would induce longer distance 
judgments in relation to those placed closer. 

  According to the results of Hypothesis I, the 
introduction of vegetation has lead to an increase in 
cognitive distance judgment. Such an overestimation 
effect could be brought about either due to the 
increase in volume of   greenery or due to the 
segmentation of route by trees. Had the former 
argument been true, the results of Hypothesis II too 
should have provided consistent evidence. Neither the 
growth stage variation where the overall green volume 
increases for fully-grown trees nor variation of canopy 
condition where the leaf quantity was varied yielded 
significant variations in subjective distance judgments. 
The evidence from the variation of spacing of trees is 
in contradiction to this argument. The latter argument 
based on Route segmentation hypothesis stipulates 
that routes segmented by features will be felt 
subjectively longer than unsegmented routes. 
Accordingly, if the trees were treated as features that 
segment the routes, the vegetated setting would 
correspond to longer cognitive distance representation 
in comparison to non-vegetated setting. The data 
relating to Hypothesis I showed evidence consistent 
with this argument.  
  Yet the results relating to the tree spacing contradicts 
the Feature Accumulation Hypothesis the other 
acceptable hypothesis relating features to distance 
judgment. Feature Accumulation Hypothesis indicates 
that increased number of pathway features would lead 
to increased distance estimates. Accordingly, the 
subjective distance judgments of   far spaced (where 
the number of trees were lesser) setting would have 
corresponded to relatively lower subjective distances   
though the data suggested vise-versa. Montello 7,15) 

after observing some discrepancies of several 

researches in this relation doubted the validity of this 
assumption and suggested that increased number of 
features may actually lead to decrease in distance 
judgment. Though there is some evidence from travel 
time studies, this phenomenon needs further 
clarification through experimental work in relation to 
distance cognition.  Alternatively such a discrepancy 
could have been caused as a result of the line of trees 
appearing not as a set to different distinct features but 
as one continuous element.  
  In comparing the outcomes of this investigation with 
that of Serpa and Andreas8) the two studies have 
produced results that do not agree with each other. 
While they found the tree size (growth stage factor in 
this study) and texture (species factor in this study) to 
be affective on the distance judgment, the results 
reported here showed neither growth stage nor tree 
species to be affective on distance judgment. Although 
mode of stimuli, photographs was same, the studies 
differ in terms of level of focus to the trees, which 
could have caused contradiction. The subjects of their 
study   evaluated the distance from them to the tree, 
which was the single prominent object in the stimuli. 
On the other hand the stimuli in this study was a scene 
of a typical residential street where a combination of 
elements were present with non-being prominent. Also 
the task in this study did not specifically target trees 
where the subjects had to evaluate the distance to a 
sign on the road. Also the authors interpreted their 
results in terms of   the level of familiarity and size 
distance invariance hypothesis and not due to any tree 
characteristics. 
 
6.2 Distance Cognition and Human Behavior 
  The navigational tasks such as map-guided way 
finding or retaking a familiar route could successfully 
be executed with route knowledge even without 
incorporating distance knowledge. On the other hand 
route selection including search for a shortcut may 
demand the utilization of configurational knowledge, 
which incorporates the distance knowledge. The 
distance knowledge in this respect forms a vital source 
of information especially for human navigation 
decisions. The early work in this area had focused on 
consumer behavior where the store choice was studied 
in the light of subjective distance judgment. But recent 
studies have considered the importance of cognitive 
distance for route choice, destination choice or travel 
mode choice 7). 
  The outcomes of this work suggested that vegetated 
settings induce subjective distances that are longer 
than the subjective distances in a non-vegetated 
setting. Also the subjective distances for the settings 
of this study were always longer than the 
corresponding objective distances.      
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Table 1 Summary of Regression Analysis, Runs Test, AIC Test and Test for One Unified Model 
 

G1 G2 G3 S1 S2 S3 G Z W S Z(Summer) W(Winter)

Coefficient of Linear 0.881 0.956 0.959 0.962 0.983 0.976 0.898 0.888 0.972 0.959 0.888 0.972
  determination(r2) Power 0.892 0.962 0.953 0.967 0.983 0.976 0.919 0.918 0.981 0.961 0.918 0.981
Standard error Linear 9.409 5.678 5.497 4.750 3.562 4.385 3.339 4.258 1.955 2.245 4.258 1.955
  of estimate Power 9.505 5.888 5.592 12.077 3.726 4.809 3.146 4.071 1.756 2.073 4.071 1.756
Regression Linear 11.179 10.133 8.883 8.349 10.821 11.025 12.853 10.306 10.246 9.211 10.306 10.246
  Intercept(a) Power 3.582 3.503 3.136 2.856 3.574 3.854 3.740 3.423 3.936 3.966 3.423 3.936
Regression Linear 1.598 1.644 1.667 1.498 1.678 1.733 1.067 1.153 1.144 1.135 1.153 1.144
  Coefficient(b) Power 0.826 0.836 0.864 0.862 0.838 0.826 0.734 0.760 0.717 0.703 0.760 0.717
Standard Error of Linear 0.125 0.076 0.073 0.063 0.047 0.058 0.077 0.102 0.049 0.058 0.102 0.049
  Regression Coefficient Power 0.127 0.078 0.074 0.161 0.050 0.064 0.072 0.098 0.031 0.037 0.098 0.031
t Value Linear 12.755 21.738 22.765 23.680 35.360 29.678 13.901 11.250 23.522 19.698 11.250 23.522

Power 6.594 11.058 11.806 13.632 17.667 14.147 9.560 7.415 14.733 12.203 7.415 14.733
p value Linear 6.E-12 8.E-17 3.E-17 1.E-17 1.E-21 8.E-20 1.E-12 3.E-09 2.E-14 4.E-13 3.E-09 2.E-14
 (signinficance level) Power 1.E-06 1.E-10 3.E-11 2.E-12 7.E-15 8.E-13 2.E-09 1.E-06 4.E-11 8.E-10 1.E-06 4.E-11
Runs Test
Number of runs Linear 16 16 15 16 15 14 7 6 6 8 6 6

Power 16 15 15 15 15 14 6 8 8 8 8 8
p value Linear 0.952 0.952 0.850 0.936 0.860 0.784 0.109 0.048 0.048 0.251 0.048 0.048

Power 0.952 0.889 0.850 0.889 0.860 0.784 0.060 0.238 0.251 0.251 0.238 0.251
Deviation from Linear N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. S. S. N.S. S. S.
  the straight line Power N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.
AIC Test
Evidence Ratio 1.12 1.71 1.31 1.06 2.02 3.99 3.55 2.44 7 4.08 2.44 7
Difference in AIC -0.234 -1.073 -0.541 -0.116 -1.140 -2.768 2.536 1.784 3.892 2.812 1.784 3.892
Preffered Model Linear Linear Linear Linear Linear Linear Power Power Power Power Power Power
Test for One
  Unified Model
P value Linear 0.977 p<0.0001 0.670 0.9695

Power 0.978 p<0.0001 0.701 0.9122
Fvalue Linear 0.1338(4,66) 29.54(4,66) 0.6757(4,64) 0.0314(2,32)

Power 0.1117(4,66) 27.83(4,66) 0.6358(4,64) 0.09216(2,32)
Rejection of Ho D.N.R Ho Reject Ho D.N.R Ho D.N.R Ho

N.S.-Not Significant S-Significant D.N.R Ho- Do Not Reject Ho

Species Canopy StatusSpacingGrowth Stage
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Based on effort hypothesis which highlights the 
human desire to decide up on options that requires 
least effort, it could be argued that those felt to be 
relatively far would be less attractive. Such choices 
would have negative impact on usage of the space 
leading to less usage or abundance. In the case of 
pedestrians, if they feel their destination to be far their 
route choice and choice of travel mode may be 
affected. If such a subjective understanding would 
make a pedestrian on foot to get on to an automobile 
or a jogger to cut short his target, associated health 
implications may not be positive. With the 
understanding that cognitive distance along with other 
aspect of subjective spatial representation would differ 
from the respective objective measures it is important 
to understand the applicability of subjective measures 
in the presence of objective measures. Further up on 
experience if the users realize the misunderstanding 
created by subjective judgment such situation may 
lead to frustration. Thus it is important for the designer 
to understand how such possible illusions could be 
brought about by the designed space.  Such a 
realization would not necessarily mean that the design 
should strictly convey the objective measures. But 
where such illusions could lead to serious 
misunderstandings, measures should be taken to 
rectify those.  

 
7.   Conclusions 

 
  In investigating the effect of vegetation on distance 
cognition the authors found that the introduction of 
vegetation to have a significant effect on cognitive 
distance at perspective level. Although the 
introduction of vegetation may lead to misjudgments 
in distance, the solutions should not necessarily be the 
reduction of trees. The knowledge of   when, where 
and how   such occurs could be extended in treating 
such misunderstandings through improved information 
and design of space. 
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研究成果報告 

 
自然絶滅植物ムジナモ再自然化に向けた生態工学的研究 

 
Ecological engineering study on renaturalization of Aldrovanda vesiculosa  

threatened by extinction 
 

湯谷賢太郎*, 金子康子**, 中野忠男

Keywords: Aldrovanda vesiculosa, Conservation, Ecological engineering, Renaturalization 

*** 
 

Kentaro YUTANI, Yasuko KANEKO and Tadao NAKANO 
 

Hozoji-numa is a location identified as a national natural monument where Aldrovanda vesiculosa grows 

wildly. A.vesiculosa is a floating macrophyte threatened by extinction and in need of preservation and 

scientific study. A survey questionnaire was circulated among the members of the Hanyu-city association 

emphasizing the importance for conservation of “Mujinamo”. The aim of this survey was to collect 

information for restoration and renaturalization of the Hozoji-numa wetland and to study whether A.vesiculosa 

can be grown naturally. The latent habitat condition of A.vesiculosa is believed to be favorable when there is 

low environmental fluctuation, humic acid supply, low algal activity and no phytotoxins. 
 

 
 

1.はじめに 

 

ムジナモ（Aldrovanda vesiculosa）は根を持たず浮

遊生活をする水草である。葉が捕虫器官になっており，

動物プランクトンを捕食する。かつては世界中に分布

していたと考えられるが，現在自生地として確認され

るのは埼玉県羽生市の宝蔵寺沼のみとなっている。宝

蔵寺沼でムジナモが発見されたのが 1921 年とされ，

1966 年にはムジナモ自生地として国指定天然記念物

に指定されるも，同年の台風によって自然絶滅するこ

とになる1)

本研究の目的は，「国指定天然記念物であるムジナモ

自生地宝蔵寺沼の環境を，真にムジナモが自生可能な

環境へ回復するために必要な情報を収集し，環境回復

のために必要な整備方法を提案する」ことである。し

かし，日本で初めてムジナモが確認されたのが 1890

年であり，その後急速に生息地が消滅したことから，

その生態についての情報は十分とはいえない。ムジナ

モが生息していた当時の宝蔵寺沼は既に水田として利

用されており，人の手が入っていることから，当時の

環境に戻せば良いという単純なものではなく，何故当

。その 後，有志の会である「ムジナモ保存会」

の放流活動によって指定解除は免れているものの，生

態系や環境の変化によって宝蔵寺沼がムジナモの自生

に適さない環境となったため，再自然化には至ってい

ない。そのため，宝蔵寺沼の自然回復と環境整備によ

ってムジナモの自生可能な環境を取り戻すことが急務

である。 *埼玉大学 工学部 建設工学科 

Department of Civil and Environmental Engineering, 

Faculty of Engineering, Saitama University, 255 

Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, Saitama, 338-8570, 

Japan 

**埼玉大学 教育学部 理科専修 

Faculty of Education, Saitama University, 255 

Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, Saitama, 338-8570, 

Japan 

***羽生市ムジナモ保存会 

Hanyu-City association for conservation of “Mujinamo”. 
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時の宝蔵寺沼でムジナモが生育可能であったのか，と

いう点が重要である。本稿では，一連の研究の一部と

して行われたアンケート調査について分析し，その結

果を報告するものである。 

 

2.方  法 

 

羽生市ムジナモ保存会の会員を対象にアンケート調

査を実施した。アンケートは郵送で行い，送付数は 66

通，回収出来た回答は 42 通であり，回収率は 64 %で

あった。Table 1 にアンケートの質問事項を示す。質問

事項「１」のムジナモ生育具合は，A．良好，B．ほぼ

良好，C．どちらとも言えない，D．あまり良くない，

E．良くない，の 5 段階の評価の中から選択する形式

とした。 

 

３.結  果 

 

まず，アンケートの回答事項のうち，数値化可能な

ものについて分析を試みた。Fig.1 はムジナモの生育具

合と栽培槽の水量（容器面積×水深）を比較したもの

である。どの生育状況であっても，保存会会員が用い

ている容器の大きさはほぼ同程度であることが読み取

れるものの，ムジナモがよく生長している容器には，

比較的大きなものが含まれていることがわかる。次に，

Fig.2 では，栽培槽に入れている底質の厚さと生育状況

の比較を試みた。生育状況が特に良好な栽培槽は，他

の生育状況の栽培槽と比較して底質厚が 35~60cm と

厚いことがわかる。生育状況の非常に悪い栽培槽にも

底質の厚いものが含まれているが，底質の種類が他の

水槽と異なり川砂であった。  

比較的大きな栽培槽でムジナモの生育が良好な要因

について，水温や水質の変動が小さくなることが考え

られる。ムジナモは水温や水質の急な変化に弱いと考

えられており，大きな水槽ではこの点で有利だった可

 
Fig.1 comparison between growing state of A. 

vesiculosa and water volume of cultivation 
tank 

 
Fig.2 comparison between growing state of A. 

vesiculosa and depth of substrate 

Table 1 items of questionnaire 
 
１． ムジナモの生育具合について教えてください。 
２． 現在の容器の大きさと材質等について教えてください 

1) おおよそのサイズ，2) 材質，3) 上の環境で栽培を

始めて何年目ですか？，4) 容器の更新頻度について教

えてください。土や植物は毎年入れ替えていますか？

栽培開始以降、全く同じ環境ですか？ 
３． 使っている水や底質（底に入れている砂や土）、添加物

について教えてください 
1) 水と水やりの頻度，2) 水の状態，3) 底質，4) 添加

物，5) 水深と底質（砂や土）の深さ、土に容器を埋め

ている場合はその深さ 
４． 設置場所について教えてください 

1) 設置場所，2) 日当り 
５． 同居している生物（動物、植物）がいれば種類と数を

教えてください 
1) 動物，2) 植物 

６． 行っている日常の管理があれば教えてください 
７． ムジナモを枯らしてしまった事がある人にお聞きしま

す。枯れたときの変化について、何か気がついたこと

があればお書きください 
８． その他、ムジナモ栽培で気をつけていること、気にな

っていること、などございましたら自由にお書きくだ

さい 
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能性がある。ただし，栽培に熱心な会員が大きな栽培

槽を使用している人的要因も考えられる。また，ムジ

ナモの栽培には川砂は適さないようである。ムジナモ

は弱酸性の水を好むことが知られており，微生物の活

動によって水質の安定しやすい，有機物を含む土が栽

培には適していたためと考えられる。しかし，赤玉土

を用いても，水生植物と共生させることによってムジ

ナモ栽培が可能である。 

次に，アンケート回答事項から注目に値する記載に

ついて考察を行った。アンケート回答事項より，多く

の保存会会員がムジナモ栽培槽に発生するアオミドロ

（Spirogyra sp.）の除去に苦労していることが分かる。

そのため，多くの会員が遮光ネットを用いたり，栽培

槽を木陰に置いたりすることによってアオミドロの発

生を抑制している。しかし，既往の報告によれば，ム

ジナモの光合成飽和光量は晴天時の屋外程度であるこ

とから1)，ムジナモ自体が木陰を好む植物というわけで

はなさそうである。唯一，アオミドロの発生がないと

報告した会員は，地下水掛け流しの環境で栽培をおこ

なっていた。地下水にもアオミドロが発生するに十分

な養分は含まれていると考えられ，アオミドロの発生

が見られないのは水流によるところが大きいと考えら

れる。 

また，ムジナモが枯死した状況についての問いに「栽

培槽でヨシが増えすぎたので一部を根ごと切り取った

ところ，赤錆のような物が広がってその部分のムジナ

モは枯れてしまった。同じ容器内でも他の部分は問題

が無かった。」との記述が見られた。赤錆び状の物は，

恐らく切り取ったヨシの根から漏れた酸素によって増

殖した鉄バクテリアであろうが，ムジナモの生長を阻

害するとは考えにくい。一方，ヨシの根は土壌中の硫

化水素など有害物質と成り得る気体を茎を通して大気

中に排出する役目がある。根を切り取ったことによっ

て，それらが直接水中に漏れ，ムジナモを枯死させた

ことが考えられる。宝蔵寺沼での増殖実験においても，

ムジナモの減少が見られたときに溶存酸素の低下が同

時に起こっていることもあり2)

 

，嫌気下で発生する有害

物質がムジナモの生長を妨げることが予想される。 

４.考えられるムジナモ潜在生息環境 

 

以上のアンケートから得られた結果と，既知の情報

から，ムジナモの潜在的生息環境を考える。必要と考

えられる事項を箇条書きする。 

１． 過去，関東周辺での生息地として，宝蔵寺沼（田

んぼとして利用）と多々良沼（湿地）が知られて

いる。 

２． 環境の変化が少ないこと。 

３． 水質を弱酸性とする腐植酸の供給があること。 

４． 藻類の発生が過剰でないこと（日陰，貧栄養，適

度な流れの存在）。 

５． 嫌気的にならず，有害物質が発生しないこと。 

以上から，ムジナモは周囲に温帯湿地と植生帯を持つ

湖沼の植生帯内縁部にヒシなどの浮葉植物に交じって

生息していたのではないかと考えることができる。 

 

５.今後の課題 

 

今後の課題を列挙する。 

１． 過去，ムジナモが生息していた場所の当時の情報

を収集する。 

２． 有害物質に対するムジナモの反応を調べる。 

３． 光量，水温，栄養塩量など，とムジナモ生長速度

との関係を調べる（既往研究の検証と不足データ

の補完）。 
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