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1.　はじめに

　近年、土地の再開発事業や土壌汚染対策法の施行によ

り、有害物質に汚染された土壌および地下水の適切な浄

化措置が求められている。土壌・地下水汚染に対する浄化

対策は、国内においても1990年代から盛んに行われるよ

うになってきたが、その多くは洗浄、熱処理、吸引除去な

どの物理的処理法や薬品による分解や不溶化などの化学

的処理法によるものであった。

　バイオレメディエーション（Bioremediation）は、汚染

された土壌や地下水を微生物の力を利用して修復する技

術である1）。バイオレメディエーションの特長として、環

境に与える負荷が少なく、経済性が高いことが挙げられ

る。微生物を利用する既存のバイオテクノロジーは、反応

槽の中で有用微生物を管理できるため、微生物の潜在能

力を比較的容易に引き出すことが可能であった。一方、バ

イオレメディエーションは、有用な微生物を自然環境中

で選択的に活性化させる必要があるため、微生物の制御

を十分に行うことができなければ期待した効果が得られ

ないだけでなく、環境に悪影響を与える可能性も考えら

れる。

　当社では、様々な有害物質に汚染された自然環境にお

いて微生物の能力を最大限活用するため、バイオレメ

ディエーションに適した工法を開発するだけでなく、バ

イオレメディエーションの適用性を判断するための事前

適合性評価技術、施工中における浄化進行状況を的確に

管理するためのモニタリング技術について開発を行って

きた。本報では、当社で施工可能な実用化段階にあるバイ

オレメディエーション技術について概説する。

2.　当社保有のバイオレメディエーション技術

　当社では、1994年より石油汚染土壌のバイオレメディ

エーションの研究に着手して以来、様々な汚染物質に対

してバイオレメディエーションの研究開発を行っている。

開発中の技術を含めた浄化対象汚染物質を表-1に示す。

なお、植物を利用した環境修復技術（ファイトレメディ

エーション）については、別稿「ファイトレメディエー

ションの現状と課題」にて詳述する。

3.　石油汚染土壌のオンサイトバイオ
　　レメディエーション技術

　石油製品による土壌汚染は、精油所や油槽所等の石油

関連施設のみならず、ボイラー燃料や機械油を扱う工場

等で顕在化している。土壌汚染対策法が平成15年2月に

施行され、石油類に対して規制された物質はベンゼンの

みであったが、油汚染土壌の生活環境（油臭・油膜）の保

全に係るガイドラインが、今後、環境省から公表される予

定である。

　石油は多種類の炭化水素化合物の集合体である。油臭

や油膜の原因となる炭化水素化合物は、好気的条件下で

土壌中に棲息する微生物により水と二酸化炭素に分解さ

れることが知られている10）。したがって、土壌中に石油

分解菌の活性化に必要な栄養塩と空気（酸素）を供給する

バイオスティミュレーションが石油汚染土壌の浄化方法

として広く普及している。

　土壌を均一かつ短期間に浄化するための石油汚染土壌

のバイオレメディエーション技術として、掘削した汚染

土壌に適量の栄養塩を添加後に土壌の畝（パイル）を形成

し、土壌攪拌（ランドファーミング工法）や強制通気（バ

イオパイル工法、図-1）により土壌中に空気を供給する

浄化方法が、米国において実用化されていた11)。1997年、

当社では本工法を用いて国内で初めて石油汚染土壌のバ
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イオレメディエーションを実用化したが、浄化を行うに

際して、浄化設計手法や施工管理方法についての知見は

十分なものとはいえなかった。その後、様々な石油汚染浄

化サイトにおいてデータを蓄積すると共に、表-2に示す

技術開発に取り組んだ結果、個々のサイトにおける浄化

期間や浄化可能な油分濃度など、浄化を行う際に欠かせ

ない情報を高精度に予測する技術を確立し、様々な油種

や環境条件の石油汚染サイトに対して効率的な浄化方法

を立案することが可能となった。これらの先駆的な取り

組みにより、2000 年度土木学会技術開発賞を受賞し、

2005年3月までに21件の実用化施工実績を有し、総処理

土壌量は約5万m3に至っている。

4.　揮発性有機化合物の原位置浄化技術

4.1　揮発性有機化合物のバイオレメディエーション

　揮発性有機化合物（VOC: Volatile Organic Compounds）

は揮発性が高い有機化合物の総称であり、一般的に人体

に有害であることから多くの化合物が環境規制物質に指

定されている。VOCは地盤内で拡散しやすく汚染範囲が広

範囲に及びやすいこと、汚染土壌を掘削して浄化を行う

場合には臭気拡散防止対策が必要となることから、原位

置（非掘削）浄化技術が用いられる場合が多い。VOCの原

位置浄化技術として、土壌ガス吸引法や気液混合抽出法

などが用いられてきたが、浄化初期には浄化効率が高い

ものの、時間と共に浄化効率が低下することが問題と

なっている。近年、汚染濃度を環境基準まで低減できるコ

スト効果の高い浄化代替技術として原位置バイオレメ

ディエーションが着目されている。本章では、石油系およ

び塩素系VOCのバイオレメディエーションについて詳述

する。

4.2　BTEXの原位置バイオレメディエーション

　塩素を持たない代表的な石油系VOCは、BTEX(ベンゼ

ン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン)である。BTEX

はガソリンの主成分であり、塗装や印刷工場等における

基礎原料としても幅広く使用されている。このうち、ベン

ゼンは発ガン性があり、環境規制物質に指定されている。

BTEXは他の炭化水素化合物と同様、好気的環境下で微生

物により容易に分解されることが知られている21）。
  図-1　バイオパイル工法の模式図
                Schematic Diagram of Typical Biopile System

  表-1　自社保有のバイオレメディエーション技術
                 Self-developed Technologies of Bioremediation
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　BTEXの好気分解菌を利用するため、地盤中に酸素を供

給するスパージング工法や酸素除放材料（ORC: Oxygen

Release Compound）の注入工法などの原位置バイオレメ

ディエーション技術が実用化されている。しかしながら、

これらの工法では微生物活性を長期的に維持することや

地盤を均一に浄化することが難しかった。

　注水バイオスパージング工法は、このような問題点を

解決するために新たに開発された原位置バイオレメディ

エーション技術である（図-2）。本工法は、スパージング

井戸に注水機能を付加してあり、栄養塩の供給と地下水

循環を連続的に行うことが可能である。ベンゼンで汚染

された工場跡地で行った実証試験により、本工法は従来

工法と比較して地盤内の微生物活性を長期的に保てるた

め、汚染物質濃度を短時間で環境基準値まで浄化できる

ことを確認している22)。

　BTEX汚染地盤にバイオベンティングやバイオスパージ

ングなどの原位置バイオレメディエーション技術を適用

した場合でも一定量のBTEXは揮発し、地上で回収される。

BTEXの大気放出を防ぐため、従来では活性炭による吸着

除去処理が行われてきた。しかしながら本処理方法は処

理コストが高く、活性炭の再生に多大な処理エネルギー

が必要となる。

　微生物処理槽による排出ガスの直接曝気処理法は、ガ

ス中のBTEX処理の省コスト化を目指して開発された。本

処理法は、長期間メンテナンスフリーでBTEXガスを90％

以上浄化できることが確認された23）。この結果、活性炭

の使用量を大きく低減すると共に処理コストを最大で50

％以下にできると試算している。本技術は土壌・地下水汚

染対策技術としてだけでなく、近年問題となっている事

業所から排出されているVOCガスの低コスト浄化技術と

して着目しており、技術開発を続けている。

　現在、約60,000m3のBTEXで汚染された地盤に対して、

注水バイオスパージング工法および直接曝気法処理法を

用いた原位置バイオレメディエーションを実施している。

これらの新技術を普及させるため、本サイトにおいて浄

化データの蓄積を行い、今後の同様の浄化工事における

適切な浄化運転方法および浄化管理方法についての検討

を行う予定である。

4.3　PCE,TCEの原位置バイオレメディエーション

　PCE(テトラクロロエチレン）およびTCE（トリクロロエ

  表-2　石油汚染土壌のオンサイトバイオレメディエーションに係る自社保有技術
                 Self-developed Technologies of On-site Bioremediation for Petroleum-contaminated Soil

  図-2　注水バイオスパージング工法の模式図
                 Schematic Diagram of Water Injecting
                and Air Sparging System
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チレン）は、ドライクリーニングに代表される安価な洗浄

材料として取り扱われてきた揮発性有機塩素化合物であ

る。BTEXとは分解性が異なり、PCEは微生物により好気

分解を受けない。また、TCEもフェノールやメタン等が存

在する環境下で共代謝反応により好気分解される24）25）。

一方、PCEおよびTCEは有機物が嫌気的に分解する過程で、

電子受容体として利用され、最終的にエチレン・エタンま

で脱塩素化されることが知られている26）（図-3）。このた

め、PCEおよびTCEの原位置バイオレメディエーション技

術では、地盤中に水素供与体源である有機物を供給して

浄化を促進させる嫌気性バイオレメディエーションが一

般的に行われている。

　本技術の問題点として、サイトによりPCEやTCEがエ

チレンやエタンまで脱塩素化されず、その中間生成物で

毒性の高いcis-1,2-ジクロロエチレン（cis-DCE）や塩

化ビニル（VC）として残存する場合があることが挙げら

れる。この原因としてはPCEやTCEを完全に脱塩素化す

る硫酸還元菌であるDehalococcoides属の細菌の存在が影

響していると考えられてきたが 2 7 ）2 8 ）、近年では

Dehalococcoides属が存在しなくても完全に脱塩素化する

サイトがあることも確認されている29）。

　筆者らは、地盤中に注入する有機物の種類や投入濃度

に着目して研究を進めている。その結果、従来使用されて

いるポリ乳酸や高級脂肪酸だけでなく、安価な廃糖蜜を

用いることで完全に脱塩素化できるサイトがあることを

確認した5）。また、脱塩素化は、比較的有機物濃度が低い

領域で促進されることを解明し、有機物の地下水への適

切な投入方法の設計に役立てている30)。現在、cis-DCEの

完全脱塩素化に係る要因について、分解微生物について

詳細な解析を行うと共に環境因子や有機物の影響につい

て研究を継続している。

4.4　自然減衰効果の有効利用

　バイオレメディエーションを用いた原位置浄化技術は、

地盤内の比較的低濃度の汚染物質を浄化する場合にコス

ト効果が大きい。しかしながら、施工制約上の問題や地盤

不均一性などの影響により、完全に汚染物質を浄化する

には相当の浄化実施期間が必要となる。

　一方、浄化を停止したサイトにおいても汚染物質の拡

散・揮発・吸着・分解等による自然減衰（NA: Natural

Attenuation）は少しずつ進行する。汚染の拡大がなく、長

期的に人体や生態系に対するリスクが小さいと考えられ

る場合には、地盤内の自然減衰効果を有効に活用するこ

とが浄化実施者の負担低減に繋がると考えられる。この

ように、浄化を停止し、地盤における自然減衰による浄化

効果を地下水のモニタリングにより検証していくリスク

アセスメント手法を、科学的自然減衰（MNA: Monitored

Natural Attenuation）と呼んでいる。

　筆者らは、（社）土壌環境センターが進めているMNAの

普及活動に積極的な技術協力を行っており、国内ではじ

めてMNAが導入された熊本市のガソリン汚染サイトにお

ける微生物解析業務を担当してきた。この結果、本サイト

では微生物によるガソリン成分の自然減衰効果が高く、

MNAに適した汚染サイトであることを実証している31)。

　MNAの導入には、浄化実施者が自然減衰の兆候を科学的

に検証するだけでなく、自治体主導によるMNAの実施可

能性の判定や周辺住民への社会的認知も不可欠である。

　近年、原位置バイオレメディエーションの汚染地盤へ

の適用が増えている。原位置バイオレメディエーション

は地盤内の自然減衰効果を人為的に高める浄化手法

（Enhanced Natural Attenuation: ENA）であり、この技術が

適用できるサイトではMNAが有効活用できる可能性が高

い。MNAの更なる普及のため、汚染物質の生物学的な自然

減衰のメカニズムの解明と、生物分解を考慮した汚染物

質挙動のシミュレーション手法の開発などが今後重要に

なると考えられる。

5.　硝酸性窒素のバイオレメディエーション

　地下水中の硝酸性窒素濃度の環境規制は、1999年に制

定された。これは、畑地等における過剰な施肥により農作

物に消費されなかった窒素分が地下水に流入し、硝酸性

窒素濃度が上昇した地域が増加したことが背景にある。

　当社では、1999年より環境省の実証調査技術として選

定され、地下水中の硝酸性窒素の浄化を目的とした透過

  図-3　塩素系VOCsの嫌気分解メカニズム
                Mechanism of Anaerobic Biodegradation for
                Volatile Organic Chlorine Compounds
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性浄化壁の開発を行ってきた。透過性浄化壁は、生物学的

脱窒反応を高める材料を混入した透水性地盤であり、硝

酸性窒素で汚染された地下水を無害な窒素に還元する効

果を有している。実証試験の結果、混合材料として徐放性

のある生分解性プラスチックを使用することにより、浄

化壁内の生物学的脱窒反応を持続でき、浄化壁を通過し

た地下水中の硝酸性窒素濃度を長期的に低減できること

を確認した7）。

　地下水を汚染する硝酸性窒素の汚染源は、通常、畑地の

ような面的汚濁負荷源である。このような面的汚濁源か

らの地下水への流入負荷を低減するためには、広域的な

汚染源対策が必要となる。当社では、地表において雨水に

溶解した硝酸性窒素が地下水に到達する前に微生物によ

る脱窒を促進するため、有機物を添加した水平浄化壁の

実証試験を2005年に環境省より受託した。本浄化壁は不

飽和層に設置するため、従来よりも溶出速度が高い有機

材料が必要になると考えられる。また、従来の浄化壁と比

較して、浄化効果を得るためには広範囲にわたり浄化措

置を行う必要がある。したがって、従来よりも安価な混合

材料（有機材料）の適合性を評価し、浄化コストの低減を

目指している。

6.　シアン化合物のバイオレメディエーション

　シアンはCN基を持つ化合物の総称であり、生物に対し

て強い毒性を持つことから環境規制物質に指定されてい

る。土壌および地下水におけるシアン汚染は主として電

気メッキ工場、顔料や染料の製造工場、ガス製造工場で報

告されている。シアン化合物は土壌汚染対策法では第二

種特定有害物質（重金属等）に分類されているが、重金属

と異なり微生物により分解・無害化されることが知られ

ている32）。

　工業跡地のシアン汚染サイトの地下水からシアンを単

一の炭素源とする培地を用いてシアン浄化菌の集積を試

みた結果、シアン浄化菌（TC-2株）を単離した。TC-2株

は体長約2～3μmの短桿菌であり、鞭毛を有さない（写

真-1）。TC-2株の16S rDNAに基づく遺伝子配列を決定

した結果、Starkeya属（旧Thiobacillus属）に近縁な細菌

であることが示された。Starkeya属は独立栄養細菌であ

ることが報告されており33)、シアンを無害化する性状を

有することが知られている32)。

　TC-2株は、模擬汚染地下水中で遊離シアンを速やかに

浄化することが確認され、最大で20mg/Lの遊離シアンに

対して耐性が認められた。また、硫黄系の増殖助剤を添加

することにより、浄化速度を約3倍向上できることが示さ

れた。TC-2株を分離した汚染サイトに注水バイオスパー

ジング工法を用いて浄化を実施した結果、約半年間で地

下水中の全シアン濃度の約94％が浄化され、土壌中のシ

アン化合物の溶出量も規制値内に低減した22）。

　現在、TC-2株のシアン浄化メカニズムと浄化可能なシ

アン化合物の種類について検証している。また、複数のシ

アン汚染サイトからシアン浄化菌の単離を試みている。

シアン汚染サイトに定常的にTC-2株のような浄化菌が存

在しない場合には、TC-2株をシアン汚染サイトに導入し

て浄化を促進させる浄化技術（バイオオーギュメンテー

ション）の開発も念頭において研究を進めている。

7.　まとめ

　近年、バイオレメディエーション技術は様々なサイト

で実用化されてきている。しかしながら、今までに本技術

が適用されたサイトは国内で実施された土壌・地下水汚

  図-4　硝酸性窒素の微生物脱窒メカニズム
                Mechanism of Biological Denitrification for
                Nitrate-contaminated Groundwater

  写真-1　シアン浄化菌TC-2株の電子顕微鏡写真
                     Transmission Electron Micrograph  of a Cyanide
                     Compounds Degrading Bacterium, Strain TC-2
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