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1. はじめに 

 

シアン化合物は土壌汚染対策法で第二種特定有害物

質（重金属）に分類されている環境規制物質であり、

生物毒性が非常に強いことから、地下水基準が「検出

されないこと（測定限界を0.1 mg/L以下として）」と、

厳しく規制されている（表-1）。一方で、シアン化合物

はメッキ工場・金属精錬所・鉱山・コークス炉・化学

工場などの幅広い事業所で扱われているため、誤って

自然環境中へ漏洩する可能性も懸念される。事実、平

成12年度の環境省による調査報告では、重金属等の基

準値超過事例のうち、約8.5％がシアン化合物によるも

のであると報告されている。現在、重金属汚染土壌の

市場規模は数百億円の規模と考えられている中、近い

将来に1000億円を超える大きな市場になることが予想

されている。したがって、シアン化合物汚染に対して

も浄化ニーズが高まってくるものと推察される。 

シアン化合物は水溶性が高いという特徴があり、一

旦地盤環境中に漏洩すると、広範囲の地下水を汚染す

る可能性がある。汚染された範囲を全て掘削して処理

する方法はコストが莫大となることから、シアン汚染

が低濃度で広がった地下水汚染範囲には原位置浄化対

策が有効である。シアン汚染地下水に対する現状の原

位置処理方法としては、汚染地下水を揚水し凝集沈殿

やイオン交換処理で地下水中のシアン化合物を除去す

る揚水処理法が挙げられるが、この方法は高濃度汚染

に対しては浄化効率が高いものの、浄化を続けていく

うちに浄化効率が著しく低下し、工期が長期化する問

題がある。 

当社では、従来工法に代わる新しい浄化技術として、

シアン汚染サイト中に存在する微生物の浄化能力を利

用した原位置バイオレメディエーション工法の開発を

進めている。本報では、これまでのシアン化合物に対

するバイオレメディエーション手法の研究開発状況に

ついてまとめるとともに、新たに実施した室内試験に

よる浄化適合性評価について報告する。 

 

2. シアン化合物の生分解 

 
シアン化合物は他の重金属類とは異なり、微生物に

よる分解を受けることが知られている1)、2)。そのため

環境への負荷が小さく、またコストの縮小が期待され

る原位置バイオレメディエーション技術を適用できる

可能性がある。本技術は浄化適用対象の拡大のみなら

ず、健康リスクの低減に対する社会的意義も大きいた

め、非常に価値のある技術であると言える。既に廃水

処理技術では、毒性の強い遊離シアン（KCNやNaCNとい

った水溶液中でCN-となるもの）を対象にした微生物分

解処理の報告例が多く存在し、これまでにその詳細な

分解経路まで明らかにされている。 

 
① アンモニアと二酸化炭素までの完全分解3)、4)

2HCN + 2H2O + O2 → 2NH3 + 2CO2 + 2H2O 

② アルデヒドによる無害化5)、6)

6CN-+ 6CH2O + 13.5O2 → 6CO2 + 3N2 + 3H2O + 6HCO3
-

③ ロダニーズ酵素による解毒化7)

 S
2
O
3
2- + CN- → SCN- + SO

3
2-
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表-1 国内でのシアン化合物に対する法規制 

Table 1. Environmental quality standards to cyanide compounds in Japan 

 

3. バイオレメディエーション適用への課題 

 
遊離シアンは反応性に富むため、地盤環境中に溶出

すると鉄・銀・ニッケル等の金属イオンと配位結合を

形成し金属シアノ錯体となる傾向がある。事実、これ

までに調査したシアン汚染サイトにおけるシアン化合

物の形態は、金属シアノ錯体であるケースが多く見受

けられる。金属シアノ錯体は化学的に安定であるため、

遊離シアンと比べ微生物による分解を受けにくい。ま

た、金属シアノ錯体を対象としたバイオレメディエー

ションに関する研究報告例は非常に少ないことから、

実際のシアン汚染サイトに対応できるバイオレメディ

エーション技術を確立するには、金属シアノ錯体を対

象とした浄化適合性を検証する必要がある。 
 

4. 注水バイオスパージング工法によるシア

ン化合物の浄化 
 
 注水バイオスパージング工法は、スパージング井戸

に注水機能を付加することにより、酸素と栄養塩の供

給を1本の井戸から同時に行うことを可能にした原位

置バイオレメディエーション工法であり（図-1）、従

来のスパージング工法等と比較して地盤内の微生物活

性を長期的に保ち、汚染物質濃度を短時間で環境基準

値まで浄化できる特長を有している8)。 

 注水バイオスパージング工法を用いてベンゼン・シ

アン複合汚染サイトで浄化実証試験を行ったところ、

半年間の試験実施後にベンゼンだけでなく、全シアン

濃度も浄化初期値より約94％減少することが確認され

た8)。このことから、汚染サイト中にはシアン浄化能

力を持つ微生物が存在し、適度の酸素と栄養塩を供給

することでその浄化能力を高められる可能性が示唆さ 

れた。 

 法律 項目 シアン形態 規制値

水道法 水質基準（健康に関する項目） シアン 0.01mg/L

土壌汚染に関わる環境基準 全シアン 検出されないこと

地下水の水質汚濁に係わる環境基準 全シアン 検出されないこと

含有量基準 遊離シアン 50mg/L

溶出量基準 シアン化合物 検出されないこと

第二溶出基準 シアン化合物 1mg/L

水質汚濁防止法 排水基準 シアン 1mg/L

環境基準

土壌汚染対策法
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図-1 注水バイオスパージング工法の模式図 

Fig.1 Schematic diagram of water injecting and air sparging 

system 

 

当汚染サイトから採取した地下水を用いて集積培養

を行った結果、シアン浄化能力を持つ細菌、TC-2 株

を単離した。TC-2 株は体長約2～3μmの短桿菌であり、

鞭毛を有さない特徴がある（図-2）。TC-2 株の16S 

rRNA 遺伝子に基づいた系統解析を行った結果、

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、シアンを無害化する性状を

有することが既に知られている7)。  

 

1μm1μm

 

 

 

 

 

 

図-2 シアン浄化微生物TC-2株の電子顕微鏡写真 

Fig.2 Transmission electron microphotograph of a cyanide 

compounds degrading bacterium, strain TC-2 
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次に、TC-2 株のシアン浄化能力について検証した結

果、本細菌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、前述のシアン

浄化経路のうち、ロダニーズ酵素のよる解毒化経路は

TC-2 株と近縁な Starkeya 属においても確認されてい

る。このことから、本浄化経路で必須なチオ硫酸塩が

シアン浄化能力を活性化させる新たな栄養塩となる可

能性が考えられた。そこで、TC-2 株においてチオ硫酸

塩を添加した培養試験を実施したところ、浄化速度を

約 3 倍向上させることが示された（図-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 TC-2株のチオ硫酸塩添加によるシアン浄化能力の向上 

Fig.3 Acceleration of the ability of strain TC-2 for cyanide 

degradation by addition of thiosulfate 

 

5. 複数の汚染サイトにおける浄化特性 

 

5.1 目的 

遊離シアンは反応性に富み、地盤中では様々な金属

イオンと錯体を形成し安定化する傾向があることから、

汚染サイトごとに存在するシアン化合物の形態はそれ

ぞれ異なると予想される。このため、シアン汚染サイ

トに対してバイオレメディエーション技術を適用する

ためには、個々のシアン汚染サイトにおけるシアン化

合物の形態やその環境下における浄化特性や浄化促進

効果を予め確認する必要がある。本項では、複数のシ

アン汚染サイトから採取した地下水を用いて、室内試

験におけるサイトごとの浄化速度やチオ硫酸塩添加に

よる浄化効果について検証を行った。 

 

5.2 試験方法 

試験に用いたシアン化合物汚染地下水は、４箇所の

シアン化合物汚染サイトの観測井戸より採取した。各

汚染地下水の性状を表-2に示す。本試験では、まず汚

染地下水に表-3で示した混合比で無機塩・ビタミン・

必須微量元素を含む液体培地を加え、100mlガラスバ

イアル瓶に50mlずつ分注し、30℃で静置培養した。そ

の後、適宜培養液を採取して培養液中に含まれる全シ

アン濃度および全菌数を測定した。比較対照として、

汚染地下水をろ過滅菌（0.2μm）した無菌試験区も同

様の条件で培養した。また、培養液中のチオ硫酸イオ

ンの最終濃度が30mg/Lになるように、チオ硫酸ナトリ

ウムを添加した条件についても検討した。 
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5.3 試験結果 

無菌試験区では、全ての地下水においてシアン化合

物の有為な減少が見られなかったのに対し、サイトD

のチオ硫酸塩未添加の培養条件を除いて、培養試験区

では全シアン濃度の有為な減少が全菌数の増加と共に

確認された。また、チオ硫酸ナトリウムを地下水に添

加した検討試験については、サイトCを除いて顕著な

浄化促進効果が認められた（表-3）。なお、サイトCに

ついては、チオ硫酸ナトリウムの有無に関係なく、シ

アン化合物はほぼ同様の減少傾向を示した（表-3）。

銀シアノ錯体で汚染されたサイトBでは、鉄シアノ錯

体で汚染された他のサイトと比較して約5～16倍半減

期が短く、金属シアノ錯体の種類によって微生物によ

図-3 TC-2株のチオ硫酸塩添加によるシアン浄化能力の向上

Fig.3 Acceleration of the ability of strain TC-2 for cyanide 

degradation by adding thiosulfate 

表-2 汚染サイト別のシアン化合物の形態と地下水性状 

Table 2. The form of cyanide compounds and chractaristics of groundwater in cyanide-contaminated sites 

サイトA サイトB サイトC サイトD

汚染源のシアン形態 鉄シアノ錯体 銀シアノ錯体 鉄シアノ錯体 鉄シアノ錯体

全シアン濃度(mg/L) 35.0 16.8 2.2 7.6

遊離シアン濃度(mg/L) 0.5 8.0 0.1 0.5

ｐH 9.8 7.7 7.1 6.7

ORP(mV) -116 305 206 未測定

TOC(mg/L) 36.4 14.3 7.4 11.4

全菌数(cells/mL) 3.5×10
6

3.7×10
6

4.9×10
6

7.2×10
5
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る浄化速度が大きく異なることが示された（表-3、

図-4）。 
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表-3 地下水培養試験から算出したシアン化合物の半減期

Table 3. Half-life of cyanide compounds during groundwater 

incubation 

サイトAサイトBサイトC サイトD

10 2 2 2

チオ硫酸塩未添加 25.7 3.8 23.1 115.5

チオ硫酸塩添加 11.6 2.5 20.4 40.8

半減期
（週）

培地による希釈倍率

 

本培養試験で得られた集積培養液をシアン化合物を

含む寒天平板培地に塗沫し培養を行い、得られたコロ

ニーに対し16S rRNA 遺伝子に基づいた系統解析を行

った。その結果、サイトAからPseudomonas属と

Ralstonia 属、サイトBからはArthrobacter属のシア

ン浄化能力を持つ3種の細菌を単離した。これらのシ

アン浄化細菌は、TC-2 株とは異なる系統に属する細

菌であった。このことから、サイトごとに存在するシ

アン浄化細菌は様々であり、多様な種類の有用細菌が

シアン化合物の浄化に寄与していると推察された。 

 

6. 今後の展開 
 
 これまでの検証試験より、汚染源となるシアン化合

物の形態や汚染地盤に存在するシアン浄化細菌の種類

の違いによりシアン化合物の浄化特性は異なると考え

られた。したがって、シアン化合物を対象としたバイ

オレメディエーションを実施する場合には、個々の汚

染サイトの汚染状況（シアン化合物の形態）やシアン

浄化菌の種類に応じた活性化方法を選択していくこと

が重要である。また、シアン浄化細菌による浄化メカ

ニズムを把握し、その安全性を確認することも、シア

ン化合物を対象としたバイオレメディエーションの普

及のために必要である。 
シアン汚染サイトにおけるシアン浄化細菌の種類を

特定する技術は、シアン汚染サイトに対するバイオレ

メディエーションの適用性診断や浄化期間中のモニタ

リングによる浄化進行状況の品質管理を行う際に重要

である。そのような有用微生物のモニタリング手法と

して、シアン浄化細菌が特異的に有する遺伝子配列を

簡便でかつ短期間に検出する手法の開発を検討してい

く予定である。 
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●：培養試験区　チオ硫酸未添加
■：培養試験区　チオ硫酸添加

◆：無菌試験区　チオ硫酸未添加
▲：無菌試験区　チオ硫酸添加

■：培養試験区　チオ硫酸添加
●：培養試験区　チオ硫酸未添加

図-4 サイト Bの培養試験における全シアン濃度変化

Fig.4 Concentration of total cyanides in culture test of site B
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