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1.　はじめに

　近年，土壌汚染に対する法整備（土壌汚染対策法）や

土壌汚染が不動産取引の土地鑑定評価に反映される社会

的背景により，汚染土壌の浄化措置が盛んに実施されて

いる。石油製品による土壌汚染は，精油所，油槽所，油

を扱う工場等で顕在化している。そのため，石油汚染土

壌による生活環境リスクの低減を目的とする「油汚染対

策ガイドライン」が2006年 3月に環境省より公布され

た。このような社会情勢から，石油汚染土壌に対する浄

化措置は今後も増加すると考えられ，石油成分の中で唯

一，土壌汚染対策法の特定有害物質に指定されているベ

ンゼンを浄化する重要性は高まると予測される。

　ベンゼンを含む多くの石油成分は，地中に棲息する土

着菌によって好気的環境下で分解されることが知られて

いる1）。この性質を利用する石油汚染土壌の浄化技術と

して，土壌中に酸素や栄養塩を供給して石油分解菌を活

性化させるバイオスティミュレーションが実用化されて

いる 2）。石油成分に汚染された土壌や地下水は通常，貧

酸素状態の嫌気環境であるため3），石油分解菌の増殖に

適した好気環境を人為的に形成するためには送気や吸気

による空気(酸素）の供給が必要である。そのため，好

気性微生物を利用した浄化事業には多大なエネルギーが

必要になっている。一方，嫌気環境下で石油成分を分解

できる微生物は限られており，分解速度も好気性微生物

と比較すると遅いため，嫌気性微生物を利用して石油成

分を浄化する技術は確立されていなかった。

　当社と海洋バイオテクノロジー研究所は，2002年度よ

り熊本市のガソリン汚染サイトを対象とした科学的自然

減衰（MNA:Monitored Natural Attenuation）に関わる

微生物の研究を実施しており 3）4）5），その過程で好気的

にも嫌気的にもベンゼンを分解可能な通性嫌気性脱窒細

菌DN11株を獲得した6）。本報では，嫌気環境下に存在す

るベンゼンに対してDN11株を汚染土壌に導入して浄化

を行うバイオオーグメンテーション技術の適用に向けた

取り組みについて概説する。

2.　DN11株の性状

　ベンゼン分解菌DN11株は，RNA-SIP法6）によりガソリ

ン汚染地下水から単離した非遺伝子組換え細菌である

（図－1）。本細菌の16S rDNA塩基配列に基づく系統解析

を行った結果，DN11株はAzoarcus属に属する細菌であ

ることが判明した 6）（図－2）。Azoarcus属は，硝酸還元

能力を有する通性嫌気性細菌であり，一部の種は嫌気的

条件下でトルエンなどの単環芳香族化合物を分解できる

ことが知られている 7）8）9）10）。しかし，これまでにベン

ゼンを嫌気的に分解する事例は報告されていなかった。

　硝酸還元環境下でのDN11株による単環芳香族化合物

の分解特性を，近縁種であるAzoarcus toluvorans Td21

株 8） と比較した（表－1）。DN11株はベンゼンとｍ-キ

シレンを単一の炭素原として分解でき，o-,p-キシレン

についてもトルエンの存在下で分解可能である 11）。ま

た，DN11株は，好気的環境下でもベンゼン，糖，有機酸

を利用して増殖することが可能である11）。

1μm1μm

図－1　嫌気ベンゼン分解菌DN11株の電子顕微鏡写真

Fig.1 Transmission electron microphotograph of an anaerobic
benzene-degrading bacterium strain DN11
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　DN11株を様々な細菌が存在する嫌気ベンゼン汚染地下

水に導入した結果，未導入の条件と比較してベンゼン濃

度が有為に減少したため11），本菌株を汚染土壌に導入し

て浄化を行うバイオオーグメンテーションの適用可能性

が期待された。そこで，後述のバイオオーグメンテー

ション適用試験および菌体の安全性試験を実施した。

3.　DN11株の拡散防止技術への適用性

3.1　目的

　石油成分の中でも水溶性が高いベンゼンが地下水に溶

解すると，汚染が広範囲に拡散する性質がある。地下水

汚染の拡散防止技術として，地下水流動を妨げない浄化

材を含む地中壁を設置し，汚染物質の周辺拡散を防止す

る透過性地下水浄化壁が実用化されている12）。ベンゼン

を浄化する材料として，ベンゼンの吸着効果が高い活性

炭が有効である。しかしながら，浄化壁の耐用年数を確

保するためには多量の活性炭を浄化壁に混入する必要が

あり，浄化コストが高くなる課題がある。

　DN11株を有効利用する浄化技術として，菌体と増殖に

必要な栄養塩を注入装置を用いて敷地境界の上流部から

導入し，地下水中のベンゼン濃度を低下させる拡散防止

技術が考えられる（図－3）。本技術では透過性浄化壁と

比較して一定のランニングコストと機器の保守点検等が

必要となるが，イニシャルコストが低く，ガソリンスタ

ンド等の小規模の汚染サイトに対して有効と考えられ

る。本章では，ベンゼン汚染帯水層を模擬した砂カラム

を用いたDN11株の注入試験を実施し，ベンゼンの拡散

防止効果について評価した。

3.2　試験方法

　砂カラム試験装置の模式図を図－4に示す。模擬帯水

層は，篩い分けにより粒径を0.13～0.85mmに調製した

非汚染山砂をガラスカラム（内径：4cm，長さ：20cm，容

積：252mL）に充填し作成した。本模擬帯水層の間隙率

は33.3％，湿潤密度は1.83であった。本カラムに通水

する模擬ベンゼン汚染地下水は，滅菌後に窒素パージに

より酸素濃度を0.2mg/L以下に低減した模擬汚染地下水

（蒸留水1L中にNaCl 10mg，CaCl
2
・2H

2
O 10mg，KCl 10mg，

NaBr  1mg，H
3
BO

3
 1mg，SrCl

2
・6H

2
O 0.5mg，NH

4
NO

3
 28.6mg，

KH
2
PO

4
 4.4mg，K

2
HPO

4
 5.6mg，Wolfe trace minerals13）

10ml，Vitamin mix solutions14） 1mlを添加しpH6に調

整）に滅菌済み硝酸ナトリウム濃縮液（10mg-NO
3
/mL)

45mLとベンゼン50mg（57μL）を添加して作成した。試

験期間中に模擬汚染地下水中の酸素の混入を防ぐため，

培地を貯留するガラス瓶の気相部に低流量（1.0ml/min）

表－1　硝酸還元環境における単環芳香族化合物の分解能力

Table 1Biodegradability of mono-aramotic hydrocarbons by strain
DN11 and Td21 under anaerobic nitrate reducing condition
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図－2　16S rDNA塩基配列に基づくDN11株の系統学的位置

Fig.2 Phylogenetic position of strain DN11 and  Azoarcus reference
strains based on 16S rDNA sequences

図－3　DN11株を用いた拡散防止技術の模式図

Fig.3 In situ remediation technique using strain DN11 to prevent
the spread of benzene-contaminated groundwater

図－4　砂カラム試験装置の模式図

Fig.4 Schematic diagram of sequential sand column
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の高純度ガスを連続的に供給した。模擬ベンゼン汚染地

下水を砂カラムに定量ポンプにより0.1mL/min（カラム

内実流速：約34cm/day）で連続的に供給し，砂カラムの

入口と出口のベンゼン濃度，硝酸性窒素濃度，および全

菌数が定常状態になるまで約1ヶ月間通水を行った。そ

の後，DN11株濃縮液（約1×1010cells/mLを4mL；トレー

サー物質として臭化物イオンを200mg/Lを含有）を図－

4に示す注入口から注入した。菌体注入後の砂カラム前

後におけるベンゼン濃度はGC-MS2），硝酸性窒素濃度およ

び臭化物イオン濃度はHPLC2），全菌数はAODC法2）でそれ

ぞれ測定を行い，各測定項目の挙動を観測した。

3.3　試験結果および考察

　砂カラム流入前後のベンゼン濃度および硝酸性窒素濃

度の挙動を図－5，6に示す。菌体投入前の定常状態にお

いて，カラム出口では一定量のベンゼン濃度の減少が確

認されたが，この現象は硝酸性窒素の減少を伴っている

ことから，砂中に存在するベンゼン分解菌の生物学的自

然減衰によるものと推察される。砂カラムにDN11株を

注入後，2日間は菌体注入前と比較してカラム出口にお

いて明確なベンゼン濃度と硝酸性窒素濃度の減少が確認

された。しかしながら，注入3日目以降のベンゼン濃度

と硝酸性窒素濃度は，注入前の定常状態にほぼ逆戻りし

た。注入菌数を変えて同様の試験を繰り返した結果，再

現性が確認された。本結果より，DN11株をベンゼン汚染

帯水層に導入すると短期間でベンゼン濃度を低下させる

ことができるが，注入菌体による浄化効果は長期的に持

続しないことが示された。

　トレーサー物質と全菌数の流動特性を比較した結果

（図－7），注入したDN11株は水の流れと比較して一定の

遅延が生じることが示された。このように，菌体は土壌

間隙中で濾過作用や吸着作用により帯水層中での移動が

制限されるため，DN11株を注入する浄化工法を適用する

場合には，適用サイトにおける菌体の移動特性を予め確

認して浄化井戸の配置等を選定する必要がある。

4.　DN11株の安全性評価

4.1　目的

　バイオオーグメンテーションは，浄化対象となる汚染

環境に存在していない「外来微生物」を環境に導入して

汚染物質の浄化を促進する浄化技術であるため，導入す

る微生物の人や生態系に対する安全性を確認する必要が

ある。経済産業省と環境省は平成17年に「微生物による

バイオレメディエーション利用指針」として，バイオ

オーグメンテーションでの微生物利用に対する安全性基

準を定めている 15）。DN11株を用いてバイオオーグメン

テーションを実施する場合に，本指針の内容を満たして

いることを確認することが，浄化事業の社会的信頼を得

るためにも必要不可欠である。

　本章では，バイオレメディエーション指針で求められ

る安全性評価の中で，菌体の安全性，浄化実施時の病原

性細菌の発生の可能性，菌体の生残性について検討した

結果について述べる。

4.2　DN11株の安全性に関する文献調査

　DN11株は，Azoarcus属に属する細菌であることが16S

rDNAに基づく系統解析により判明している 6）。そこで，

図－5　カラム出入口のベンゼン濃度の挙動

Fig.5 Changes in benzene concentrations

図－6　カラム出入口の硝酸性窒素濃度の挙動

Fig.6 Changes in nitrate concentrations

図－7　カラム出口の臭化物イオン濃度および全菌数の挙動

Fig.7 Changes in bromide concentation and total cell density
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「微生物によるバイオレメディエーション利用指針の解

説」15)に基づき，ヒト・動物・植物に対するAzoarcus属

細菌類の病原性・感染性に関する第一次文献調査，およ

び第二次文献調査を実施した。

　その結果，「Bergey's Manual of Systematic

Bacteriology」16）にのみ，表現型と分子系統学的におい

て2群に区別されるAzoarcus属細菌群のうち，１群には

植物に対する病原性の報告が認められた。しかしなが

ら，DN11株は，分子系統学的系統からこの病原性を包含

する群とは別群に属し，この別群の近縁種同様に植物寄

生性の可能性は希薄であると考えられた。したがって，

文献調査の結果から，DN11株がヒト・動物・植物に病原

性・感染性を有している可能性は低いと考えられた。

4.3　DN11株のヒトおよび環境生物に対する安全性評価

　バイオオーグメンテーション技術を実際に汚染サイト

で適用する場合，DN11株のヒトへの暴露経路として，菌

体の大量培養時および地中への導入時の不慮の事故によ

る食道および気管への侵入，皮膚や目への接触が考えら

れる。また，帯水層に導入されたDN11株が地下水を介

して敷地外に拡散し，公共水域（河川，湖沼，海域）に

到達した場合に水生生物に影響を与える可能性がある。

そこで，DN11株のヒトおよび環境生物に対する安全性に

ついて表－2に示す動物試験により評価を行った。　ヒ

トに対する安全性評価は，ラットおよびウサギを用いて

単回経口投与試験，単回経気道投与試験，単回経皮投与

試験，眼一次刺激性試験を実施した。その結果，いずれ

の試験についても死亡例，体重増減や目視での異常，器

官の異常は観察されなかった。また，単回経口投与試験

および単回経気道投与試験において，糞便中および体組

織内におけるDN11株の残存可能性は低いことが示され

た。したがって，本試験よりDN11株が高濃度でヒトに

暴露した場合でも，ヒト体内におけるDN11株の病原性，

感染性，および蓄積性は低いと判断された。

　環境生物に対する安全性評価は，コイ，ミジンコ，藻

類を用いて実施した。その結果，コイ，ミジンコについ

てはDN11株の存在下で死亡例が確認されず，その他の

観察項目についても異常は確認されなかった。また，藻

類についてもDN11株の存在下で成長阻害が観測されな

かった。したがって，DN11株が高濃度で公共水域に流出

したとしても，水域内の生物の生育に影響を与える可能

性は低いと判断された。

4.4　浄化実施時の病原性細菌の出現可能性評価

4.4.1　目的

　一般的に，環境中の病原性細菌の多くは嫌気性細菌で

ある。DN11株を用いたバイオオーグメンテーションは嫌

気環境で微生物を活性化させるため，環境中に潜在的に

存在する病原性細菌も活性化させる可能性がある。本節

では，様々な嫌気性細菌が存在する実汚染ベンゼン汚染

土壌と汚染地下水を用いてDN11株のバイオオーグメン

テーション効果をバッチ培養試験で検証すると共に，浄

化期間中の病原性の発現状況について調べた。

4.4.2　試験方法

　バッチ培養試験で用いる実汚染土壌および地下水は，

ガス製造跡地のベンゼン汚染サイトから採取した。地下

水の性状を表－３に示す。地下水を採取した地点の土壌

50gを1Lの滅菌済みバイアル瓶に分注し，汚染地下水を

気相が無くなるまで瓶中に満たした後，地下水中のベン

ゼン濃度が3mg/Lになるようにベンゼンを添加した。バ

イアル瓶は嫌気状態を保ちながら連続的に採水が可能な

半連続嫌気培養 17）方式を用いて，20℃で21日間培養を

行った。週に一度地下水を採取してベンゼン濃度，全菌

数，および病原細菌の有無（試験前，培養7日目，培養

表－2　ヒトおよび環境生物に対する安全性評価の実施項目

Table 2 The safety assessment to human health and ecological risks

単回経皮投与試験 眼一次刺激性試験

供試動物
SD系ラット
（5週齢）

SD系ラット
（5週齢）

コイ ミジンコ Selenastrum
capricornutum

観察期間 21日 21日 14日間 7日間（最短） 14日 21日 72時間

動物数 雌10匹 雌10匹 雌3匹 雌3匹 20尾／区×2 40頭／区×2 初期104cells/ml

投与菌数
108cells／動物 108cells／動物 108cells／動物 107cells／動物 ①対照群

②105cells/ml

①対照群

②105cells/ml

①対照群

②107cells/ml

投与方法 強制経口投与 気管内投与 4時間半閉塞塗布 点眼 水中暴露 水中暴露 水中暴露

観察項目

・死亡例
・一般状態観察

・体重測定

・剖検

・生残性検査*

・死亡例
・一般状態観察

・体重測定

・剖検

・生残性検査*

・皮膚の刺激状態
  の観察

・一般状態観察

・体重測定

・眼症状観察 ･死亡例
・外観

・摂餌状況

・遊泳異常

・体重

・体内生存性**

・死亡例
・一般状態

・産仔数

・成長阻害率

単回経口
投与試験

単回経気道
投与試験

眼刺激性および経皮投与試験

** 体内生残性は、DN11株検出用の特異プライマー？）を用いるMPN-PCR法で実施

淡水魚
影響試験

淡水無脊椎動物
影響試験

* DN11株の生残性は、ホモジナイズ等の前処理後、選択培地を用いたコロニー計数法で実施

日本白色種ウサギ
（Kbl:JW）

藻類
影響試験

項目
ヒトに対する安全性評価 環境生物に対する安全性評価
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21日目）について調べた。病原性細菌の有無は，地下水

試料を4段階希釈後，リアルタイムPCR法による72種の

人病原菌（レベル2，3）18）の定量解析により評価した19）。

4.4.3　試験結果および考察

　本試験は，栄養塩を加えない条件（コントロール），栄

養塩（硝酸塩：10mg/L）を添加する条件（バイオスティ

ミュレーション），栄養塩（硝酸塩：10mg/L）とDN11株

（107cells/mL）を添加する条件（バイオオーグメンテー

ション）の3条件で実施した。試験期間中に地下水中の

全菌数は各条件とも同様の傾向で漸増し差異は確認され

なかった。一方，バイオオーグメンテーション条件では，

コントロールおよびバイオスティミュレーションと比較

して明確なベンゼン濃度の減少が確認された（図－8）。

バイオオーグメンテーション条件の培養時に地下水中に

出現した病原細菌を表-4に示す。この結果，培養7日目

に2種の病原細菌（レベル2）が低濃度ながら検出され

たが，培養終了時（培養21日目）には培養開始時と同様

に全ての病原細菌の検出が陰性となった。したがって，

本試験を実施したベンゼン汚染帯水層ではバイオオーグ

メンテーションを行うことにより，病原性細菌が増殖す

る可能性は低いことが確認された。

4.5　DN11株の公共水域における生残性

4.5.1　目的

　「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」15）

では，地盤環境に投入した微生物は，浄化終了後または

非汚染域に菌体が移行した場合に速やかに死滅し，環境

中に残存しないことが指針の安全性を満たす条件となっ

ている。本節では，DN11株が拡散する可能性の有る様々

な水環境での生残性について調べた。

4.5.2　実験方法

　化学物質で汚染されていない3種類の好気的な自然水

（表-5）を用いて生残性試験を実施した。滅菌済みの

120mLガラスバイアル瓶に空気が入らないように各試料

を分注し，洗浄済みのDN11株を約107cells/mLの最終濃

度になるように添加後，ブチルゴム栓とアルミシール

キャップで密栓した。各条件12本ずつ試料を作成後，20

℃の恒温室で暗所静置条件で保管し，0，7，14，24日後

のガラスバイアル瓶中のDN11株の生菌数を3反復で測定

した。生菌数は，以下に述べるGYCB培地を用いるMPN法

により求めた。pH7.5に調整したGYCB培地（グリセロー

ル：0.1％，酵母エキス：0.01％，カザミノ酸：0.05％，

安息香酸ナトリウム：2mMの混合溶液）を24穴のマイク

ロプレートにクリーンベンチ内で0.9mLずつ分注し，滅

菌済み培地で1/10ずつ段階稀釈した試料をマイクロプ

レートに0.1mLずつ添加した（3連×8列）。マイクロプ

レートの外周をテープで養生後，30℃で3日間静置培養

し，各プレート内のDN11株の増殖を確認した。培養液

中のDN11株の増殖確認は，マイクロプレート中の各穴

の培養液をDN11株を特異的に検出可能な16S rDNA遺伝

子由来プライマーを用いたPCR法 6）により判定した。

4.5.3　試験結果および考察

　DN11株の自然水中での生存能力を図－9に示す。この

表－3　ベンゼン汚染地下水の性状

Table 3 Conditions of benzene-contaminated groundwater

図－8　バッチ培養試験中のベンゼン濃度の推移

Fig.8 Changes in benzene concentations during incubation
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表－4　培養期間中の病原細菌の発生状況

Table 4 Detection of pathogenic bacteria during incubation

水温 19.2 ℃

ｐH 8.4

溶存酸素濃度 <0.1 mg/L

酸化還元電位 -140 mV

電気伝導度 280 mS/m

ベンゼン濃度 0.01 mg/L

全菌数 2.2×10
6 cells/mL

硝酸性窒素濃度 ＜0.1 mg/L

オルトリン酸リン濃度 7.5 mg/L

全有機炭素濃度 5.4 mg/L

地下水 海水 河川水

大垣市横曽根 釜石市平田湾 釜石市甲子川

pH 7.5 7.7 7.7
TOC（mg/L) 3.4 3.4 2.2

NO3
-
（mg/L) 4.3 0.1 7.5

全菌数（cells/mL） 2.1×10
6

1.4×10
5

9.6×10
5

測
定

項
目

採取場所

表－5　生存試験に用いた自然水の性状

Table 5 Conditions of natural waters for survival tests
試料名 菌名 遺伝子 判定結果

培養前(0日目） 全菌種 － 陰性

Escherichia coli Shiga2 陽性

Vibrio group 16S rDNA 陽性

上記以外全菌種 － 陰性

培養終了(21日目） 全菌種 － 陰性

浄化途中(7日目）
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結果，DN11株は今回使用した地下水，河川水，海水のい

ずれの公共水域から採取した自然水中においても生菌数

が速やかに減少した。したがって，DN11株は地下水移動

に伴い非汚染の公共水域に到達したとしても長期間生存

できないため，浄化を実施する水域環境の生態系を乱す

可能性は低いことが示された。

5.　まとめ

　嫌気ベンゼン分解菌DN11株の浄化事業への適用可能

性を検討した結果，一定量の菌体を汚染環境中に導入す

ることによりベンゼンを短期間で低減できることと，

DN11株を環境中に導入しても安全性が確保されることが

確認された。一方，環境に導入したDN11株は短期間で

死滅するため，DN11株を地中に間欠的に導入する浄化方

法が適切であることも明らかとなった。

　現在，様々なベンゼン汚染サイトでのDN11株を用い

たバイオオーグメンテーションの適用性検討や，投入菌

体を調製するためのコスト低減方法の検討を進めてお

り，近い将来の実汚染サイトでの適用を目指している。

　本研究開発は，新エネルギー・産業技術総合開発機構

(NEDO)から委託を受けて，「生分解・処理メカニズムの

解析と制御技術の開発」プロジェクトの一環として実施

したものである。
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図－9　DN11株の自然水中の生存能力

Fig.9 Survivabilities of strain DN11 in natural waters
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