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1.  はじめに 
 
ポリ塩化ビフェニル（以下 PCB）はその絶縁性およ

び化学的安定性から絶縁油あるいは熱媒体等として広

く使用されてきた物質である。昭和 40 年代に発生した

環境汚染問題を契機にその毒性が明らかになり，昭和

47 年通産省令によりその製造と使用が禁止された。 
しかしながら，有効な処理方法が確立されず，その

廃棄物は 30 年以上に及び保管され現在に至っている。

2001 年に「残留性有機汚染物質に関するストックホル

ム条約（POPs条約）」が採択され，既に我が国もこれ

に批准しているが，50 カ国を超える批准を得て 2004
年 5 月に発効している１）。この条約において，PCBは
製造・使用禁止９物質のひとつとして指定されるとと

もに 2026 年までの適正処理目標が設定されている。国

内でも「PCB廃棄物特別措置法」が制定され，これら

のPCBを 2026 年までに処理することが定められた２）。

現在，国は日本環境安全事業㈱を活用した拠点的な広

域処理施設の立地を進め，PCB廃棄物処理の事業化を

推進している。 
一方で，比較的低濃度で広範囲に存在すると考えら

れるPCB汚染土壌については，保管されているPCB廃

棄物よりも環境に与える影響が大きくその対策が急が

れており，2008 年 7 月には「ＰＣＢ汚染土壌浄化施設

の構造及び維持管理の指針」が環境省により策定され

た３）。図－1 にPCB汚染物の濃度領域と浄化技術の関

係を示す。現状で，PCB汚染土壌に適用可能な既存技

術の中では，ロータリーキルンなどによる 600-700℃の

間接加熱分離方式が主流であるが，この方式にしても

近隣への配慮などの観点からオンサイト処理は難しい

と考えられ，より温和な条件下のオンサイト処理技術

が望まれていると考える。 
 ここでは，環境負荷の少ない PCB 汚染土壌の脱塩素

無害化処理技術として，常温常圧下でオフガスも発生

しないオンサイト処理技術である土壌洗浄と超音波電

気分解の組み合わせによる手法について，実汚染土壌

を使用した室内試験により得られた知見を報告する。 
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図－1 PCB 汚染物の濃度領域と浄化技術 
Fig.1 Possible countermeasure for various comcentration of  

PCB contaminants 

 

２．処理システムと処理目標濃度 
 
2.1 処理システムの概要 

既往の研究４)５)では，PCB汚染土壌に 4 倍量の加水を

行いスラリー状にして直接電気分解を実施したところ，

液相へのPCB溶出が律速となり実用的な濃度低減が見

られないため，土壌からのPCB抽出を目的とした前処

理槽と電気分解槽を組み合わせる必要があった。なお，

土壌洗浄工程における抽出薬剤として，メタノールな

どの溶媒抽出では後段の電気分解を阻害する知見もえ

＊１ 技術センター土木技術研究所地盤・岩盤研究室 
＊２ エコロジー本部土壌環境事業部技術グループ 
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られたため，本報告では界面活性剤の選定評価を中心

とした。 
図－2 に PCB 汚染土壌処理システムのイメージを示

す。土壌洗浄工程において，界面活性剤溶液により一

定時間攪拌混合し，PCB を抽出した上澄み液を電気分

解工程で脱塩素無害化することで，汚染土壌を無害化

する処理システムである。電気分解による無害化メカ

ニズムは陰極に発生する水素が，PCB の塩素と置換す

ることで脱塩素無害化されるものである。また，併用

する超音波により PCB 含有油のエマルジョン化が進み，

処理液の導電性が向上することで電極表面での PCB と

水素の接触が促進され分解反応の効率化が期待できる。 
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2.2 処理目標濃度の設定 

PCB に関する土壌環境基準は，溶出量基準しかなく

基準値は検出されないこと（0.0005mg/L 以下）である。

含有量基準は定められておらず，底質の暫定除去基準

10mg/kg（昭和 50 年環境庁通知 昭和 63 年環境庁改

正）があるにすぎない。国内で使用された多くの PCB
は，鐘淵化学製のカネクロールがほとんどであるが，

カネクロールには異性体として，ダイオキシン類であ

るコプラナーPCB が存在している。ダイオキシン類特

別対策法で定められたダイオキシン類の土壌含有量基

準は 1000pg-TEQ/g である。また，カネクロール製品に

含まれるコプラナーPCB の含有割合を表－1 に示す。

この存在比率を参考に，各 PCB 製品 1mg の毒性等量

pg-TEQ を計算すると，全 PCB 含有量で 100mg/kg 未満

であれば，ダイオキシン類含有量で評価した場合の

1000pg-TEQ/g をクリアできるため，100mg/kg の PCB
含有量を暫定の目標値として設定した。 
図－2 に示すように，クローズドな処理システムを

想定しており，洗浄水は一定程度の電気分解を施した

後に繰返し利用する。最終的に処理水を系外へ排出す

る際には，排水基準 0.003mg/L 以下を処理水水質の目

標値とする。 
 

表－1 PCB製品中のCo-PCB含有割合６）

Table 1 Ratio of Co-PCB isomers in PCB products  
 

KC-300 KC-400 KC-500 KC-600
3,4,4',5-T4CB 0.0001 0.035 0 0.141 0
3,3',4,4'-T 4CB 0.0001 0.376 0.442 0.1 0.016
2',3,4,4',5-P5CB 0.0001 0.019 0.093 0.207 0.243
2,3',4,4',5-P5CB 0.0001 0.427 2.324 5.1 0.41
2,3,4,4',5-P5CB 0.0005 0.041 0.163 0.125 0
2,3,3'4,4'-P5CB 0.0001 0.222 1.352 1.731 0.182
3,3',4,4'5-P5CB 0.1 0 0.024 0.041 0.025
2,3',4,4',5,5'-H6CB 0.00001 0.038 0.127 1.203 0.305
2,3,3'4,4'5-H6CB 0.0005 0.034 0.098 0.707 0.294
2,3,3',4,4',5'-H6CB 0.0005 0.012 0.019 0.136 0
3,3',4,4'5,5'-H6CB 0.01 0 0 0 0.008

7価 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB 0.0001 0 0 0.024 0.076

化学式
ＷＨＯ-TEF

(1998)
存在割合 [%]

4価

5価

6価

塩素
価数

 
 
 

３．土壌洗浄方法の検討 
 
3.1 既往の検討結果４)５)

 PCB は水にほぼ不溶であり，理論溶解度は数 10μ
g/L のオーダーであるため，水洗浄による抽出効率は非

常に小さい。筆者らは既報で示したとおり，さまざま

な界面活性剤やアルコール系溶媒による実汚染土壌の

洗浄試験を実施し，界面活性剤の中ではノニオン系界

面活性剤が 最適であり，メタノールなどアルコール系

溶媒での抽出も可能であることを確認した。抽出後の

電気分解工程を考慮すると，溶媒抽出では蒸留工程が

必要となり，エネルギー収支やコストを考慮して，界

面活性剤抽出による抽出を電気分解と組み合わせるこ

とが実用的であった。また，ノニオン界面活性剤のう

ち親油基にベンゼン環を有するものは電気分解を阻害

するため，最終的に親油基がアルキル基であるものが

電気分解への阻害も少なく抽出効率と両立することが

わかった。さらに，界面活性剤濃度・振とう時間の影

響等を評価し，1％界面活性剤溶液で 10 分間が最適な

抽出条件であると結論した。 

図－2 PCB 処理システム概要 
Fig.2 Outline of treatment system for PCB contaminanted soil 

3.2 汚染土壌の性状 
試験に供した実汚染土壌の性状を表－2 および図－3

に示す。土壌Ａおよび土壌Ｂともに実汚染土壌であり，

異なった事業場よりサンプル提供を受けたものである。

土壌 A は砂質土壌であり土壌 B は粘性土混じりの性状

であった。 PCB 初期土壌含有濃度は土壌 A が

2800mg/kg と高く，有機物含有量や細粒分の含有割合

は土壌 B と比較して小さい。 
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表－2 実汚染土壌の性状 
Table 2 Initial conditions of contaminated soil samples 

試料名 汚染土壌Ａ 汚染土壌B

ＰＣＢ含有量 [mg/kg] 2850 590

PCB溶出量 [mg/L] 0.0011 0.0005未満

土壌縣濁液pH [-] 7.8 7.1

有機炭素 [%] 1.96 3.23

土粒子密度 [g/cm3] 2.56 2.76  
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図－3 実汚染土壌の粒度分布 

Fig.3 Size distribution of contaminated soil samples  
 
3.3 洗浄試験方法 
メジウム瓶（容量 100ml）に汚染土壌を 20g ずつ分

取し，界面活性剤 1%溶液 80ml を分注した後に密栓し，

往復振とう器を用いて 200spm の条件で 10 分間振とう

した。振とう後に静置した上澄み液を採取し遠心分離

（2000rpm，20 分間）後に 1μm のメンブレンフィルタ

ーでろ過したものを液相の分析サンプルとし，溶媒抽

出～GC/MS による定量分析を実施した。固相中 PCB
濃度は，試験後の上澄み液を抜き取った土壌を採取し，

同様に溶媒抽出～GC/MS による定量分析を実施した。 
使用した界面活性剤はポリオキシエチレン系のノニオ

ン界面活性剤であり，固相を再度洗浄することで繰り

返し洗浄工程を模擬した。 
3.4 試験結果 
実汚染土壌の繰返し洗浄試験結果を図－4 に示す。

砂分主体の汚染土壌Ａでは PCB 含有濃度 2850mg/kg が

4 回繰返し洗浄することで土壌含有濃度の目標値

100mg/kg を満足する抽出結果が得られた。一方，汚染

土壌 B では初期濃度が 590mg/kg と低いものの，洗浄

工程を繰り返しても 50％程度の抽出効率に留まってい

た。このことは，細粒分や有機物含有量など土壌性状

の影響により，土壌 B では疎水性の高い PCB の土壌側

への吸着がより堅固であったものと考えられた。 
一般的に汚染土壌の土壌洗浄工程では，湿式サイク

ロン分級器により 75μm 以下の細粒分を区分すること

が可能である。細粒分含有量が 30％を超えるような汚

染土壌 B について，事前の分級工程を模擬して 75μm
で分級し，粗粒分について繰返し洗浄試験を実施した

結果を図－5 に示す。図－5 より，分級後の細粒分は

PCB 濃度が 900mg/kg 以上と高濃度で，粗粒分は

400mg/kg 程度まで濃度低減していた。粗粒分に関して

は洗浄操作を繰返し実施することで，3 回洗浄後には

100mg/kg の処理目標値を下回る結果が得られた。 
以 上 の 検 討 か ら ， 砂 質 土 壌 で あ れ ば お よ そ

3000mg/kg 程度の PCB 含有量を，ノニオン系界面活性

剤濃度 1％，固液比 1：4，洗浄抽出時間 10 分間の洗浄

工程を 4 回繰り返すことで目標濃度である 100mg/kg 以

下まで低下させることが可能であった。また，比較的

有機物含有量が高く 75μm 以下の細粒分含有量が 30％
を超えるような汚染土壌に対しても，事前の分級工程

を組み合わせることで目標濃度までの処理が可能であ

った。 
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図－4 繰返し洗浄回数と PCB 濃度の関係 

Fig.4 PCB concentrations after each trial of soil washing process  
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図－5 事前分級後の洗浄試験結果 
Fig.5 Effect of size separation before soil washing process  

 

４．電気分解による PCB 無害化の検討 
 
4.1 浄化の原理 

電気分解による無害化メカニズムは陰極に発生する
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水素が，下式に従ってPCBの塩素と置換することで脱

塩素無害化されるものである。陰極反応の式(a)で示す

ように，電極表面に生成する水素分子（H2）は発生期

の水素とも呼ばれ，触媒表面に吸着しているため通常

より水素原子間（H-H）の結合力が弱く，反応性に富

むとされている。 
 

陰極反応 ：４H2O + ４e－ → ４OH－ ＋ 2H2  (a) 
脱塩素反応： 

また，併用する超音波（20kHz，1kW）により PCB
含

様 
分解槽の仕様を表－3 に，写

真

コンデンサー油を蒸留水で希釈した試

表－3 電気分解槽の仕様 
Table 3 Spec eactor 

 

有油のエマルジョン化が進み，処理液の導電性が向

上することで電極表面での PCB と水素の接触が促進さ

れ分解反応の効率化が期待できる。 
4.2 分解試験方法 
4.2.1 電気分解槽仕

本論文で使用した電気

を図－6 に示す。3Ｌと 30Ｌタイプを使用し，図－6
は 30Ｌタイプの写真である。陰極で生成したビフェニ

ルなどが陽極表面へ移動し，有機塩素化合物が再合成

されるのを防ぐ目的で白金陽極は陰イオン交換膜で覆

われている。電気分解反応を効率化するための補助装

置として，中央に超音波発振器を設置するとともに，

別途攪拌機を備え付けた。 
4.2.2 試験手順 
 KC-400 主体の

料溶液あるいは実汚染土壌の洗浄液を図－6 で示した

電気分解槽に充填し，直流電流を印加する。電圧およ

び電流は一定条件を維持し，槽内液相を経時的にサン

プリングし PCB 濃度を測定した。 
 

ifications of electrolysis r
 

反応槽容量 3ｌ，30ｌ 

電気分解仕様

陰極（パラ
ジウム）

陽極（白金）
＋半透膜

超音波
電気分解槽

水冷用配管

超音波
発生器

 

mCl（m=1～5） nCl（n=1～5）

(m+n)H2
(m+n)H+ (m+n)Cl－+ + +

(PCBs) (ビフェニル)

(b)

図－6 室内試験用電気分解槽 
Fig l 

 
.3 試験結果 

剤および有機物共存の影響 
濃度の経時

.6 Laboratory schale electolysis vesse

4
4.3.1 界面活性

 図－7 に界面活性剤の共存濃度と液相PCB
変化の関係を示す。界面活性剤が共存していない場合

には，洗浄液として繰返し利用できる 90％以上の分解

除去までに 40 分程度の処理時間であったが，洗浄液中

に界面活性剤が共存する場合には 0.1％まで希釈するこ

とで実用的な分解速度が得られた。図中の緑色のプロ

ットは電流密度 50～70A/m2相当での試験結果である。

一方，オレンジ色のプロットは電流密度を 200 A/m2以

上にした場合であり，この場合には界面活性剤が 1％
共存しても実用可能な分解速度が得られている。また，

既報告で示したとおり，土壌有機物を模擬してフミン

酸を一定量添加した場合にも電気分解工程で阻害があ

ることがわかっている。 
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パラジウム 75％，銀 25％ 

圧 ｌ） 

 

力 
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陰極 

陽極 白金 （筒状陰イオン膜） 

印加電 73.5V（3ｌ），60～300V（30

電流 3～8.5A（3ｌ），30～45 A（30ｌ）

最大出 10kW 

 

周波数 

エネルギ 1 kW 
図－7 PCB 分解に対する界面活性剤共存の影響 

 
Fig.7 Effectof surfactant on electrolysis of PCB  
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 図－8 に示すように，一般に電極表面の電気二重層

単体と異なり界面活性剤や土壌有機

物

は数 nm オーダーと考えられ，電極平面に生成する発

生期の水素を受け取るためには PCB がここまで接近す

る必要がある。 
その際に，PCB
など，比較的大きな有機化合物分子と PCB が親和し

ているような状態では，こうした水素の授受（＝電子

の授受）がうまく機能していないことが考えられる。

乳化剤として使用される界面活性剤の分子量は 1000 程

度のオーダーであり，フミン酸など土壌有機物の分子

量は 1000～100000 などとされている。C-C 結合距離で

1.5Å（＝0.15nm）のオーダーであることを考えると大

きな有機物分子は電気二重層の厚さを上まわることに

なる。 これらを解決する手段としては，電流値を増大

して単位時間あたりに受け渡す電子の量を増加させる，

あるいは電子を介在するような添加剤を検討するなど

のアプローチが考えらる。 
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図－8 電極近傍の模式図 

Fig.8 Sche ar section 
 

.3.2 電流密度と電気分解速度の関係 
条件において，

PC

matic diagram of electrode ne

4
本研究で使用した電気分解槽の運転

B含有溶液の単位体積あたりの電気分解出力は概ね

0.2W/cm3前後の一定条件であった。一方，電極単位面

積あたりの電流量を示す電流密度は，50～220Ａ/m2の

範囲であり，電気分解の擬一次反応速度定数との関係

を図-9 に示す。擬一時反応は液相中の対象物質濃度の

低減速度がそのときの液相濃度にのみ依存すると考え

たものであり，下式であらわされる。 

Ck
td

dC
−=  

ここで，Cは液相中濃度[mg/l]，kは擬一次反応速度定

90％以上のPCBが除去されれば洗浄

合

数[min－1]を示す。 

 電気分解工程で

工程に再利用できるものとして，擬一次反応速度定数

としてｋ＝0.013[min－1]が得られれば電気分解３時間で

PCB濃度が 1/10 まで低減することとなる。この値を最

低の実用的な反応速度定数として図－9 に併記した。 
青色で示した界面活性剤など有機物の共存がない場

には，70Ａ/m2程度の電流密度でも実用的な反応速度

が得られている。一方，界面活性剤やフミン酸などの

有機物が共存している場合には 200A/m2を超える出力

条件で，所定の反応速度を満足する結果が得られた。 

0.001

0.01

0.1

0 50 100 150 200 250

電流密度 [A/m
2　

]

反
応

速
度

定
数

 [
m

in
-1

]

有機物共存なし

有機物共存

Ｔ1/10＝180minとなる反応速度

 

図－9 電流密度と反応速度の関係 
Fig.9 Rel  

 
.3.3 塩素数ごとの電気分解特性 

塩素数ごとの組成分

析

表－4 電気分解前後の PCB 組成 
Table 4 PC ic process 

ations between current density and dechlorination 
rate constant 

4
電気分解前後の PCB について，

結果について表－4 に示す。電解前と電解後で 99％
濃度低減しているものの，塩素数ごとの存在比率は概

ね変化していないことがわかる。このことから，全

PCB 濃度の低減量と毒性等価換算値の低減量は比例す

るものと考えられた。 
 

B isomers compositions after electrolyt

濃度 [μg/L] 比率 [%] 濃度 [μg/L] 比率 [%]
1価 75 0.07 1.7 0.17
2価 9700 9.41 85 8.26
3価 53000 51.43 540 52.45
４価 37000 35.90 370 35.94
５価 3000 2.91 30 2.91
６価 230 0.22 2.4 0.23
７価 38 0.04 0.43 0.04
８価 7.1 0.01 0.055 0.01
９価 0.8 0.00 0.011 0.00

１０価 0.2 0.00 0.0007 0.00
合計 103051 100.00 1030 100.00

塩素数
電解前 180min電解後
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５． まとめ 
 
難分解性で毒性も高い PCB により汚染された土壌に

ついて，温和な条件下の脱塩素処理技術として土壌洗

浄と電気分解の組み合わせ手法を検討した結果以下の

知見が得られた。 
1) 最適な界面活性剤（ポリオキシエチレン系ノニオン

界面活性剤）を 1％程度の濃度で洗浄剤として使用

し，1：4 の固液比で 4 回繰り返し洗浄することで，

PCB 初期濃度 2850mg/kg の砂質系実汚染土壌を目

標濃度である 100mg/kg 未満まで分離洗浄すること

 
) 細粒分や有機物含有量が比較的高い実汚染土壌に対

 

4) 電気分解前後の塩素数ごと PCB 異性体の比率は一

定であり，塩素価数による分解速度に違いは見られ

なかった。 
今後は，電気分解反応速度の支配要因をより詳細に

検討していくとともに，実施工への適用を目指してス

ケールアップの検討を実施していく予定である。 
 

参考文献 
 

1) http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management, 経済産

業省製造産業局化学物質管理課, 2004.5 
2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措

置法施行令, 2001.6 が可能であった。
3) ＰＣＢ汚染土壌浄化施設の構造及び維持管理の指

針，環境省水・大気環境局土壌環境課，2008.7 2
しては，75μm 以下を分級することで，繰返し 3 回

洗浄することで PCB 初期濃度 590mg/kg から

100mg/kg 未満まで分離洗浄することが可能であっ

た。 

4) 根岸昌範，中島秀也，樋口雄一，鈴木健二，今村聡：ポ

リ塩化ビフェニルの脱塩素無害化手法に関する研究，大

成建設技術センター報第39号，pp.19-1～6，2006.12 
5) 根岸昌範，中島秀也，樋口雄一，小松寛鈴木健二，今村

聡：界面活性剤抽出と電気分解を利用したPCB汚染土壌

無害化手法の実験的検討，第42回地盤工学研究発表会講

演集，pp.2119-2120，2007.7 
3) 電気分解工程では洗浄工程で使用した界面活性剤そ

のものが電極表面での電子授受による脱塩素反応を

阻害するが，電流密度を 200A/m2以上に上げること

により実用的な脱塩素反応速度が得られた。 

6) 高菅卓三：各種クリーンアップ法とHRGC/HRMS
を用いたポリ塩化ビフェニル(PCBs)の全異性体詳
細分析方法，環境化学，Vol;.5,No.3,pp.647-675,1995 
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