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1.  はじめに 
 
 近年，地表部付近の土壌汚染が原因となって有害物

質が地下水に拡散する事例が散見されており，その原

位置（非掘削）浄化技術として揚水処理法が広く用い

られている。本工法は，汚染物質の種類を選ばずに対

策が可能である一方で，浄化効率が徐々に低下して，

地下水中の汚染物質濃度が環境基準を満たすまでの浄

化期間が長期化する課題がある。そのため，有害物質

を地盤内で化学的・生物学的に直接分解することによ

り浄化期間を短縮できる原位置分解技術が着目されて

いる。特に，微生物を用いる原位置バイオレメディエ

ーション技術は，コストおよび安全性に優れる場合が

多く，土壌汚染対策法の第一種特定有害物質（揮発性

有機化合物）に対して実用化されている1）。 
シアン化合物は，土壌汚染対策法の第二種特定有害

物質（重金属等）に指定されており，地下水環境基準

は「検出されないこと（検出限界を 0.1 mg/Lとして）」

と定められている。シアン化合物による地下水汚染は，

これらを工業原料として使用する金属加工工場やメッ

キ工場で起こりうる可能性がある。また，シアン化合

物は石炭からガスを製造する過程で副産物として生成

されるため2），石炭ガス製造工場跡地の地下水中から

検出される事例も報告されている3）。 
シアン化合物はシアノ基を持つ化合物の総称である。

金属加工やメッキ工場では，比較的反応性が高い，ジ

シアノ銀酸やテトラシアノ銅（Ⅱ）酸等の金属シアノ

錯体が使用されている。これらの金属シアノ錯体は地

下水中で解離定数（表－1）に基づき一定比率で遊離シ 

表－1 金属シアノ錯体の解離定数 

Table 1 Dissociation constant of metal cyanide complex compounds 

化合物名 化学式 解離定数 

フェリシアン 

（ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）） 

[Fe(CN)6]3- 1.0×10-44

フェロシアン 

（ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）） 

[Fe(CN)6]4- 1.0×10-36

テトラシアノニッケル酸 [Ni(CN)4]2- 5.0×10-31

テトラシアノ銅（Ⅱ）酸 [Cu(CN)4]2- 7.7×10-24

ジシアノ銀酸 [Ag(CN)2]- 3.1×10-23

テトラシアノ亜鉛酸 [Zn(CN)4]2- 2.4×10-20

 
アン（CN－）に解離している。遊離シアンは反応性が

高く，強い毒性を有しているが，地盤内に鉄分が存在

すれば，鉄シアノ錯体（慣用名：フェロシアン・フェ

リシアン，正式名：ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸，ヘキサ

シアノ鉄（Ⅲ）酸）となり安定化する。このように，

シアン化合物で汚染された地下水には，遊離シアンと

金属シアノ錯体が共存していると考えられ，その比率

は汚染原因となるシアン化合物の種類，遊離シアンへ

の解離傾向，地盤中の金属イオンの存在量などに影響

を受けていると考えられる。 
シアン化合物の中で遊離シアンは様々な微生物によ

る分解を受けることが知られている4）5）。これまで報

告例のある遊離シアンの分解経路を以下に示す。 
 

1） 酸化的完全分解6）7） 
2HCN + 2H2O + O2 → 2NH3 + 2CO2 + 2H2O 
2） アルデヒドを利用した無害化8）9） 
6CN-+ 6CH2O + 13.5O2 → 6CO2 + 3N2 + 3H2O + 6HCO3

-
＊１ 技術センター土木技術技術研究所地盤・岩盤研究室 
＊２ 環境本部土壌・環境事業部第二プロジェクト室  
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3） ロダナーゼ酵素によるチオ硫酸との解毒化10） 
S2O3

2- + CN- → SCN- + SO3
2- 

 

 これより，1），2）の分解経路では酸素の存在が不可

欠であり，3）のロダナーゼ酵素を生成する微生物の多

くは好気性細菌であることから11），帯水層中にシアン

分解微生物が存在し，汚染地下水中の溶存酸素濃度を

高めることが可能であれば，原位置バイオレメディエ

ーションが可能であると考えられた。 
そこで，酸素（空気）を効率的に供給可能なバイオ

スパージング工法12）を用い，遊離シアンへの解離定数

が大きく，比較的バイオレメディエーションを適用し

易いと考えられるジシアノ銀錯体によって汚染された

地下水を対象に浄化実証試験および室内試験を行い，

本方法による浄化効果を検証した。 
 

2.  バイオスパージング工法による実証試験 
 
2.1  実証試験エリアの汚染状況と土質性状 
 浄化実証サイトのシアン化合物による汚染状況と試

験実施位置の平面図を図－1 に示す。本サイトはメッ

キ工場跡地であり，金属加工ラインからジシアノ銀酸

イオンを含む薬剤が漏洩して地下水に汚染が拡散した

と考えられる。漏洩地盤の平均地下水位はGL-1.7mで

あり，汚染深度はGL-3.5mまでの砂混じりのシルト層

（透水係数：約 10-5 cm/s）であった。実証試験は，建

屋外部の舗装道路上の汚染拡散域で実施した。尚，浄

化対象とする砂混じりシルト層中の地下水中には，初

期濃度で窒素が 16.2 mg-N/L リンが 0.04 mg-P/L存在

した。 
 
 

建屋（工場）

50m
0

0.1

0.5

1

5

10

50

地下水中
全シアン濃度

100 mg/L

金属加工ライン

実証試験
サイト

建屋（工場）

50m
0

0.1

0.5

1

5

10

50

地下水中
全シアン濃度

100 mg/L

金属加工ライン

実証試験
サイト

 
図－1 実証試験サイトの汚染状況 

Fig.1 Contour map of cyanide concentrations around the test area  

2.2  実証試験装置 
実証試験の概略断面図を図－2 に，概略平面図を図

－3 に示す。スパージング井戸（井戸長 4.0ｍ）はシル

ト質細砂層に設置した（スクリーン位置：GL-3.5～-
3.8m）。観測井戸（井戸長 3.2ｍ）は，スパージング井

戸から 50cm 間隔で砂混じりシルト層に 4 本設置した

（スクリーン位置：GL-2.0m～-3.0m）。スパージング井

戸にはコンプレッサを用いて空気を供給できるように

配管を行い，空気供給量は流量計と圧力計により管理

した。図－3 に示す吸気範囲砕石層では，スパージン

グで供給した空気を吸引管により地上部で回収できる

構造とした。また，回収空気中に汚染物質が含まれる

可能性は低いと考えられたが，安全を考慮して吸引ガ

スは活性炭を通過させて処理した。 
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図－2 実証試験サイトの概略断面図 

Fig.2 Cross section diagram of the field experiment 
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図－3 実証試験サイトの概略平面図 

Fig.3 Location of sparging and monitoring wells 
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2.3  バイオスパージングの影響範囲試験 
 実証試験開始前にスパージング井戸からの空気到達

範囲を把握するため，風量を 25L/minと 50L/minに設定

してスパージング影響範囲試験13）を実施した。その結

果，スパージング井戸から空気が到達する範囲は両風

量とも 1ｍであった（図－4）。また，風量 25L/minと
50L/minでは，観測井戸M1 およびM2 で井戸内圧力が

同程度上昇したことから，観測井戸への到達風量に大

きな差が無いと考えられた。そのため，実証試験はス

パージング風量を 25L/minに設定して実施した。 
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図－4 スパージング影響範囲試験 

Fig.4 Air flow ranges by air sparging test 

 
2.4  本実証試験の運転条件及び測定項目 
 本実証試験でのスパージング運転の実施日とスパー

ジング風量の積算量を図－5 に示す。プロット点はス

パージング運転を実施した日を示している。スパージ

ングは 1 日あたり約 8 時間連続して実施し，夜間は運

転を中止した。浄化開始から 32 日目までは週 5 回程度

浄化運転を実施したが，それ以降は週 1～2 回に運転日

数を削減した。 
実証試験期間中の地下水は，M1 から M4 の 4 本の観

測井戸から定期的に採水器を用いて採取し，表－2 に

示す項目について測定を行った。地下水温，DO，およ

び pH は観測井戸に直接計測器を投入して測定した。

ATP は地下水採取直後に測定を行い，それ以外の測定

項目については，地下水採取直後に濾過処理や菌体固

定などの前処理を行った後に試料を冷蔵便で試験室に

送付し，数日内に測定を行った。 
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図－5 実証試験期間中のスパージング風量積算量 

Fig.5 Total sparging air volume during the field experiment 

 

表－2 実証試験における測定項目 

Table 2 Measuring parameters and methods 

測定項目 測定方法

地下水温 DOメーター付随水温計

溶存酸素濃度（DO） 携帯型DOメーター

pH 携帯型pHメーター

溶存性全有機炭素濃度

（DOC） 燃焼触媒酸化とNDIR法

全シアン濃度
4-ピリジンカルボン酸
-ピラゾロン吸光光度法

全菌数
アクリジンオレンジ染色

による直接計数法

アデノシン三リン酸濃度

（ATP） ルシフェールATP測定キット
 

M1 M2 M3 M4 

 
2.5  実証試験の結果および考察 
2.5.1  地下水環境（水温，DO ，pH）の経時変化 
 スパージング影響範囲内の観測井戸（M1，M2）と

スパージング影響範囲外の観測井戸（M3，M4）で採

取した地下水中の水温，DO，および pH の経時変化を

それぞれ，図－6，図－7，図－8 に示す。 
実証試験は 5 月初旬から 6 月末に実施したことから，

試験期間中の地下水の水温は 12℃から 16℃までほぼ直

線的に上昇した。 
浄化開始前の各観測井戸における地下水中の DO 濃

度はいずれも 1mg/L 未満であった。一方，浄化運転中

におけるスパージング影響範囲内の地下水中の DO 濃

度は，約 10 mg/L とほぼ飽和状態で推移した。したが

って，スパージング実施中にスパージング影響範囲内

の地下水には十分な酸素が供給できていることを確認
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できた。一方，スパージング影響範囲外の地下水中の

DO 濃度は，試験期間を通じて上昇がみられず 1 mg/L
未満で推移した。 

試験開始前の地下水中のpH は約 7 で中性を示した

が，スパージング影響範囲内の観測井戸では試験開始

直後に約 8 に上昇した。また，スパージング運転回数

が減少した 30 日目以降，pHは約 8.5 まで上昇した。30
日目以降にpHが上昇した理由として，pHの上昇に伴い

スパージング影響範囲外と比較して硝酸イオンの減少

と亜硝酸イオンの増加が確認されたことから，脱窒反

応（硝酸還元反応：NO3
- + H2O + 2e-→ NO2

- + 2OH-）

が生じているものと推測された。この結果から，30 日

目以降は，スパージングを停止している間に酸素が完

全に消費されて好気的環境から嫌気的（硝酸還元）環

境に変化していると考えられた。 
2.5.2  DOC の経時変化 
スパージング影響範囲内の井戸（M1，M2）とスパ

ージング影響範囲外（M3，M4）の DOC 濃度の平均値

を図－9 に示す。スパージング影響範囲内では DOC 濃

度が 30 日目までに約 1/3 に減少した。一方でスパージ

ング影響範囲外でも DOC は漸減したが，減少率は約

25％程度であった。これより，スパージング影響範囲

内では浄化開始から 30 日までは酸素の供給量が大きく，

有機物の好気的微生物分解が促進したものと考えられ

た。しかしながら，30 日目以降は酸素を必要としない

硝酸還元反応が有機物の主要な分解要因になっている

と考えられ，スパージング影響範囲内外での有機物分

解速度にほとんど差がなくなっていることが示された。 
2.5.3  全シアン濃度の経時変化 
 スパージング影響範囲内の井戸（M1，M2）とスパ

ージング影響範囲外（M3，M4）の全シアン濃度の平

均値を図－10 に示す。スパージング影響範囲外の地下

水では，試験期間を通じて全シアン濃度の大きな変化

は確認されなかった。一方，スパージング影響範囲内

では，全シアン濃度が 30 日目までに初期値の約 60％
まで減少した。しかしながら，30 日目以降は全シアン

濃度の有意な減少は確認されず，DOC と同様の挙動を

示した。したがって，スパージング運転時間が少なく

なり，地下水中の溶存酸素量が不足すると，シアン化

合物の分解が阻害されると考えられた。したがって，

有機物の好気分解が持続するような継続的な空気（酸

素）供給が地下水中のシアン化合物の効率的な浄化に

必要であることが示された。 
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図－6 地下水温度の経時変化 

Fig.6 Groundwater temperature during the field experiment 
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図－7 溶存酸素濃度の経時変化 

Fig.7 DO concentrations during the field experiment 
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図－8  pH の経時変化 

Fig.8 pH values during the field experiment 
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図－9  溶存性全有機炭素濃度の経時変化 

Fig.9 DOC concentrations during the field experiment 
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図－10 全シアン濃度の経時変化 

Fig.10 Total cyanide concentrations during the field experiment 

 
2.5.4  全菌数の経時変化 
スパージング影響範囲内の井戸（M1，M2）とスパ

ージング影響範囲外（M3，M4）の全菌数の平均値を

図－11 に示す。スパージングの影響範囲内の全菌数は

概ね 106 cells/ml前後で微増し，影響範囲外では 105 
cells/ml前後で漸減した。全菌数に大きな変動みられな

かった原因として，有機物濃度が 30 mg/Lと少ないこ

と，地下水温が低いことが影響していると考えられた。 
2.5.5  アデノシン三リン酸（ATP）濃度の経時変化 
 スパージング影響範囲内の井戸（M1，M2）とスパ

ージング影響範囲外（M3，M4）の ATP の初期濃度に

対する相対比の平均値を図－12 に示す。スパージング

影響範囲内では ATP が最大で 25 倍にまで上昇した。

一方でスパージング影響範囲外では ATP に大きな変化

は確認されなかった。これより，スパージング影響範

囲内では地下水中の微生物が活性化されたことが示さ

れた。DOC やシアン化合物の減少傾向と ATP 活性の上

昇傾向に相関が見られなかった原因として，浄化初期

に増殖した微生物が嫌気的環境下となった 30 日目以降

に死滅，溶菌して菌体外へ放出された ATP を検出した

ためと推察された。 
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図－11 全菌数の経時変化 

Fig.11 Total cell counts during the field experiment 
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図－12 アデノシン三リン酸（ATP）の相対経時変化 

Fig.12 ATP ratio (C/C0) during the field experiment 

 
 

3.  室内試験による微生物分解効果の確認 
 
3.1  目的 
 実証試験では栄養塩が存在し，地下水中の溶存酸素

濃度が上昇した場合に微生物活性が上昇して，地下水

中の有機物濃度およびシアン化合物濃度が減少するこ
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とが確認できた。その一方で，好気環境が継続的に維

持されなければシアン化合物の浄化が阻害された。こ

のような微生物によるシアン分解メカニズムをより明

確に把握するため，実証試験サイトの地下水を用いて

分解試験を実施するとともに，培養集積物からシアン

分解微生物を単離して，その性状を調べた。 
3.2  試験方法 
3.2.1  実証試験後の地下水を用いた室内培養試験 
 実証試験では，浄化開始から 30 日目以降にシアン化

合物の分解が見られなかったが，この原因としてスパ

ージング頻度の減少による酸素不足だけでなく，リン

等の栄養塩の不足による影響が考えられた。そこで，

実証試験終了後にスパージング影響範囲内の井戸から

採取したシアン汚染地下水を用いて室内培養試験を行

い，シアン化合物の微生物による分解性について検証

した。 
 M2 井戸から採取した地下水を 125ml容のガラスバイ

アル瓶に 60mlずつ分注し，約 50％の空隙を設けてブチ

ルゴム栓とアルミシールで密栓した。この培養瓶を 2
本用意し，一方にリン（4 mg-P/L），窒素（10 mg-N/L），
チオ硫酸塩（30 mg-S2O3

-/L）を括弧内の終濃度になる

ように添加して，20℃の恒温室内で振とう培養を行い，

経時的に培養液中の全シアン濃度を測定した。 
3.2.2  シアン分解微生物の単離 
汚染サイトと同形態のジシアノ銀酸カリウムを含む

人工地下水寒天平板培地14) に培養試験終了時に得られ

る集積培養液を植種源として塗布し，20℃の恒温室で

培養した。出現したコロニーを同一の液体培地で培養

後に，16S rDNA遺伝子配列の決定した14)。 
3.3  試験結果 
3.3.1  室内培養試験による全シアン濃度の挙動 
 4 週間の培養試験による全シアン濃度の経時変化を

図－13 に示す。栄養塩を添加した条件では，培養地下

水中の全シアン濃度が約 20 日間で環境基準値（検出限

界である 0.1mg/L）近くまで急激に減少した。一方，

栄養塩を添加していない条件でもシアン化合物の減少

傾向が確認されたが，栄養塩を添加した条件より分解

速度は小さかった。栄養塩添加条件では有機物および

シアン化合物の分解に必要と考えられる栄養塩を十分

量添加していたことから，全シアン濃度が環境基準値

以下まで減少しなかった原因は培養瓶中の酸素が培養

中途に微生物により消費されたためと推測された。 
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図－13 培養試験における全シアン濃度の経時変化 

Fig.13 Total cyanide concentrations during the incubation test 

 
3.3.2  シアン分解微生物の単離株の性状 
寒天平板培地に出現した複数のコロニーをそれぞれ

寒天培地と同一の成分組成の液体培地に懸濁させて

20℃で培養した結果，図－13 と同様の傾向でシアン化

合物を分解する 3 種類のシアン分解菌が存在している

ことを確認し，HG-1 株，HG-2 株，およびHG-3 株と名

付けた11）。これらの単離株の 16S rDNA遺伝子の配列

解析を実施した結果，HG-1 株はArthrobacter属に，HG-
2 株はNocardioides属に，HG-3 株はLeifsonia属に属する

好気性細菌の近縁種であることが示された。HG-2 株お

よびHG-3 株の光学顕微鏡写真を図－14 に示す。この

ように純菌化（単離）した複数のシアン分解菌株を実

証試験サイトの地下水を用いた集積培養物から単離で

きたことから，スパージングによる空気供給によって

地下水中に存在する好気性のシアン分解菌を活性化し

てシアン化合物の分解を促進できたものと考えられた。 
 

10μm10μm

HG-2株 HG-3株

10μm10μm 10μm10μm 10μm10μm

HG-2株 HG-3株

 

図－14 シアン分解菌 HG-2，HG-3 株の蛍光顕微鏡写真 

Fig.14 Fluorescent micrograms of strains HG-2 and HG-3 
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