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1.  はじめに 
 
 1,4-ジオキサンは，図-1 に示す環状エーテル構造を

した合成有機化合物であり，水や有機溶媒に溶解し易

い性質から，主に有機合成の反応溶剤として使用され

ている。平成 22 年度における我が国の製造・輸入量は，

約 4500t／年に上り，約 300t／年が環境中へ排出されて

いる 1)。一方で，1,4-ジオキサンは，揮発性，固体への

吸着性，光分解性，加水分解性，生分解性がいずれも

低く，水との親和性が高いことからいったん水環境中

へ放出されると広域に拡散してしまい，除去が困難な

物質である。また，毒性としては，急性毒性及び慢性

毒性を有する上，発がん性の疑いも指摘されているた

め，1,4-ジオキサンによる水環境の汚染は，人の健康に

悪影響を及ぼす可能性がある。 
 

  

   
 
これらの点から我が国では，水道水質基準等などに

おいて 1,4-ジオキサンが規制の対象物質となっている

(表-1)。環境省の調査によると，河川水や地下水から数

十～数百μg/L の濃度で検出されており 2), 3)，埋め立て

処分場周辺の地下水からは数 mg/L での検出も報告さ

れている 4)。これらの汚染環境の浄化は喫緊の課題で

あるが，従来の処理技術である活性汚泥法や活性炭吸

着法等では，十分な浄化効果を得ることができず，現

状では紫外線，オゾンや過酸化水素などの酸化を組み

合わせた促進酸化法（Advanced Oxidation Process：AOP）
においてのみ処理の有効性が確認されていた。しかし

ながら，AOP は高エネルギー消費・高コストを伴う処

理であり，さらに 1,4-ジオキサン以外の有機物や還元

物質が存在する場合には処理効率が低下することが報

告されている 5), 6)。 
 

 

施行開始 基準名 数値 

H16.4 水道水質基準 0.05mg/L 

H21.11 水質・地下水環境基準 0.05mg/L 

H24.5 排水基準※ 0.5mg/L 

※特定の事業場には暫定基準が一定期間，適用される。 

  
 以上のことから，本研究では，省エネルギーかつ低

コストな浄化手法として生物浄化に着目し，1,4-ジオキ

サン分解菌を用いた汚染地下水の浄化技術の確立を目

的としている。本報では，1,4-ジオキサンによる地下水

汚染の特徴を整理するとともに，1,4-ジオキサン分解菌

を用いた浄化技術の可能性を実験的に検証した結果を

報告する。 
 

2.  1,4-ジオキサンによる地下水汚染の特徴 
 
2.1  国外の汚染事例 

米国における 1,4-ジオキサンによる地下水汚染の事

例を表-2 に示す。インディアナ州，コロラド州及びカ

リフォルニア州の事例では，1,4-ジオキサンの他に塩素

系有機溶剤も汚染物質として検出されている。これら

＊１ 技術センター 建築技術研究所 環境研究室 
＊２ 大阪大学 
＊３ 北里大学 

図-1 1,4-ジオキサンの構造と特性 
Fig.1  A chemical structure and properties of 1,4-dioxane 

表-1 我が国における 1,4-ジオキサンの法規制 
Table 1  The standards for 1,4-dioxane in Japan 
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のサイトでは，塩素系有機溶剤による汚染は，汚染源

の周辺に留まっているのに対し，1,4-ジオキサンによる

汚染は，数 km 離れた地点にまで広がっていることが

特徴として挙げられる。米国以外の汚染事例としては，

カナダのオンタリオ州における Gloucester 処分場（廃

棄溶剤の埋立処分場）の事例が挙げられ，地下水の

1,4-ジオキサン濃度は，0.3～2.0mg/L であることが報告

されている 10)。 
 
 
 

 
 
2.2  国内の汚染事例 
我が国における 1,4-ジオキサンの汚染サイトについて

表-3 に示す 11), 12), 13), 14), 15)。これらの汚染サイトにおけ

る 1,4-ジオキサン濃度は，環境基準値の 0.05mg/L と比

べると比較的高い値である。また，1,4-ジオキサンの他

にヒ素や鉛などの重金属類，1,2-ジクロロエタン及びベ

ンゼンなど揮発性有機化合物(VOC)も環境基準値を超

過している。 

 
 
 

 
 

 以上のように米国及び日本を対象に 1,4-ジオキサン

による地下水汚染の事例を整理した。その結果，1,4-ジ
オキサンによる地下水汚染は，1,4-ジオキサンだけでな

く，重金属類や揮発性有機化合物が検出されており，

複合汚染の事例が多いことが特徴として挙げられる。 
 

3.  1,4-ジオキサン分解菌について 
  

1,4-ジオキサンは，一般に微生物による分解が困難で

はあるとされてきたが，近年になってその分解能を有

する微生物について報告されている 16)。これらの微生

物は，1,4-ジオキサンを単一炭素源として分解及び資化

可能な菌と，テトラヒドロフランなどの他の成分の存

在下で共代謝反応によって 1,4-ジオキサンの分解を行

う菌の 2 種類に大別される。ここでは，1,4-ジオキサン

を単一炭素源として資化可能である菌について述べる。 
 これまで報告されている 1,4-ジオキサン分解菌 16)を

表-4 に示した。このうち⑤から⑧の 4 株については，

大阪大学が単離・保有している菌株であり，既往の菌

株と比較して 1,4-ジオキサン分解速度がおよそ 3～13
倍速いことが特徴である 16)。特に，⑥Pseudonocardia 
dioxanivorans D17(以下 D17 株)は，1,4-ジオキサン濃度

が 1mg/L 以下の低濃度域においても速やかに分解を行

える能力を有している。そのため，本報では，D17 株

を用いた 1,4-ジオキサン汚染地下水の浄化の可能性に

ついて報告する。 
 
 

 
 

4.  1,4-ジオキサン汚染地下水の生物浄化の

可能性 
 
4.1  模擬汚染地下水を用いた検討 
 前述のように 1,4-ジオキサンによる地下水汚染には，

重金属類や VOC といった汚染物質が共存しているケー

スが多い。そこで，これらの汚染物質が D17 株の 1,4-
ジオキサン分解に及ぼす影響を調査した。 
4.1.1  重金属類による影響 
 重金属類として，ヒ素，鉛，ホウ素及びフッ素を選

定し，これらの汚染物質が 1,4-ジオキサン分解に及ぼ

す影響を調査した。試験では，50mg/l の 1,4-ジオキサ

ンを含んだ 100 mL 無機塩培地 F（1 g/L K2HPO4，1 g/L 
(NH4)2SO4，50 mg/L NaCl，200 mg/L MgSO4・7H2O，10 
mg/L FeCl3，50 mg/L CaCl2，pH7.3）に所定濃度の汚染

表-2 米国における 1,4-ジオキサンによる汚染事例 
Table 2  The groundwater contamination cases by 1,4 - 

dioxane in the United States 

表-3 我が国における 1,4-ジオキサンによる汚染の事例 
Table 3  The groundwater contamination cases by 1,4 - dioxane 

in Japan 

表-4 既往の 1,4-ジオキサン分解菌 
Table 4  The reported bacteria of degrading 1,4-dioxane 
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物質を添加した。その後，600nm における吸光度が

0.03 になるように D17 株の植菌液を加え，28℃にて回

転振盪(120 rpm)を行った。なお，各汚染物質の終濃度

は，地下水環境基準値の 1 倍，5 倍及び 10 倍の値とし

た。サンプリングは 24 時間ごとに行い，溶液中の 1,4-
ジオキサン濃度を測定した。また，比較として汚染物

質を添加していない系及び D17 株を植種しない系も同

様に試験を行った。 
 図 2 には，汚染物質の共存下での 1,4-ジオキサン分

解試験の結果を示した。その結果，汚染物質濃度の上

昇に伴う著しい 1,4 ジオキサン分解速度の低下は確認

されなかった。以上のことから，今回試験したヒ素，

ホウ素，フッ素及び鉛において環境基準値の 10 倍濃度

までの範囲では，1,4-ジオキサン分解を著しく阻害する

ことはないことが示された。 
 

 

 
 
 
4.1.2  VOC による影響 
 VOC に汚染された 4 種類の地下水を採取して，試験

に用いた。試験では，各 VOC 汚染地下水に 1,4-ジオキ

サン及び栄養塩類を添加して模擬汚染地下水(1,4-ジオ

キサン濃度：10mg/L)を作成した。作成した模擬汚染地

下水 100mL に，600nm における吸光度が 0.03 になる

ように D17 株の植菌液を加え，28℃にて回転振盪(120 
rpm)を行った。ここでの栄養塩類の組成は無機塩培地

F に準じたが，濃度はその値の 1/4 とした。サンプリン

グは，試験開始から 72 時間後に行い，溶液中の 1,4-ジ
オキサン濃度を測定した。 
 表-5 には，各 VOC 汚染地下水に含まれる汚染物質

の濃度及び 72 時間後における 1,4-ジオキサン濃度を示

した。いずれの系においても 72 時間後の 1,4-ジオキサ

ン濃度は，0.05mg/L 未満となった。このことから D17
株は，ベンゼンや 1,2-ジクロロエチレンなどの VOC が

共存しても著しい阻害を受けることなく 1,4-ジオキサ

ンを分解できることが明らかとなった。 
 以上の試験から，今回の試験で検討した重金属類や

VOC が汚染地下水に含まれていても，安定的に 1,4-ジ
オキサンを分解できることが示された。 
 
 

 

 
4.2  実汚染地下水を用いた検討 
 実環境中の 1,4-ジオキサン汚染地下水を用いて，生

物浄化の可能性の評価を実験的に行った。試験では，

不法投棄の汚染サイトから採水した地下水(地下水 A 及

び B)に栄養塩類を加えて pH7.3 に調整した後，600nm
における吸光度が 0.03 になるように D17 株の植菌液を

加え，28℃にて回転振盪(120 rpm)を行った。サンプリ

ングは 24 時間後ごとに行い，溶液中の 1,4-ジオキサン

濃度を測定した。なお，栄養塩類の組成は無機塩培地

F に準じたが，濃度はその値の 1/4 とした。 
試験開始から 24 時間における 1,4-ジオキサン濃度は，

0.057mg/L（地下水 A）及び 0.008mg/L（地下水 B）と

なり，それ以降は，定量限界値(0.005mg/L)未満であっ

た（図-3）。このことから，D17 株を用いて実汚染地下

水においても 1,4-ジオキサンを環境基準値（0.05mg/L）
未満まで低減できることが明らかとなった。 
 

 
 
 
 

表-5 VOC が 1,4-ジオキサン分解に及ぼす影響 
Table 5  The influence of VOC on degrading 1,4-dioxane 

図-3 実汚染地下水を用いた 1,4-ジオキサン分解 
Fig.3  The 1,4-dioxane degradation of using the groundwater 

contaminated with 1,4-dioxane 

図-2 重金属類共存下での 1,4-ジオキサン分解 
Fig.2  The 1,4-dioxane degradation on model groundwater 

contaminated with heavy metals 
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5.  まとめ 
 

1,4-ジオキサンによる地下水汚染は，複合汚染のケー

スが多く，他の汚染物質としては重金属類や VOC が挙

げられる。一方，1,4-ジオキサン分解菌である D17 株

は，重金属類や VOC による著しい影響を受けることな

く，1,4-ジオキサンを分解できるため，このような複合

汚染の地下水に対しても安定的な浄化が期待できる。

また，実汚染地下水を用いた試験では，環境基準値で

ある 0.05mg/L を下回る濃度まで 1,4-ジオキサンを低減

できることが明らかとなり，生物浄化の実現可能性を

示すことができた。 
1,4-ジオキサン分解菌を用いた浄化手法は，標準活性

汚泥法に準じた排水処理システムにて浄化設備の構築

が可能である。そのため，従来技術である AOP と比較

して，低コストかつ省エネルギーな浄化が期待できる。 
 

6.  今後の課題と展望 
 
本報告では，1,4-ジオキサン分解菌による生物浄化の

可能性を示した。今後は，図-4 に示したような揚水処

理での浄化手法の確立を目指し，基礎的な知見を集積

する。具体的には，1,4-ジオキサン分解菌の初期菌体量

や処理温度や立上げ方法などの運転条件を中心に検討

を行う。さらに今後は，実汚染サイトでの実証試験を

行う予定である。 
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図-4 1,4-ジオキサン汚染地下水の浄化 
Fig.4  The treatment of groundwater contaminated with 1,4-

dioxane 
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