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1.  はじめに 
 

ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、絶縁性、不燃性な

どの特性により、トランス、コンデンサといった電気

機器をはじめ幅広い用途に使用されてきた。しかし、

昭和43年のカネミ油症事件を発端にその毒性が社会問

題化し、昭和47年以降国内では製造されていない。一

方、すでに製造されたPCBに関しては、民間主導によ

るPCB処理施設設置の動きもあったが、施設設置に関

する住民理解が得られない等から、ほぼ30年の長期に

亘りほとんど処理が進んでいなかった。このような長

期にわたるPCB保管に伴い、PCBの紛失や行方不明が

判明し、確実かつ適正な処理を推進するため、平成13

年6月22日には「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処

理の推進に関する特別措置法」が公布された１）。これ

により、PCB廃棄物を所有する事業者等は保管状況等

の届出や一定期間内に適正処分することが義務付けら

れることとなった。 

平成 16 年からは、日本環境事業団㈱（JESCO）の

PCB 処理施設が開業し、現在、北九州、豊田、東京、

大阪、北海道の５つの事業所が稼働している２）。各事

業所での PCB 処理技術は各々異なり、北九州事業所で

はプラズマ溶融分解、豊田及び東京事業所では脱塩素

化分解、大阪及び北海道事業所では脱塩素化、水熱酸

化分解、還元熱化学分解を採用している。これらの処

理技術は PCB を完全分解できる反面、処理コストが過

大であるため保管されている国内 PCB 廃棄物の処理処

分が順調に進んでいるとは言い難い。 

 PCBを含む特別管理産業廃棄物は、「廃PCB等」、

「PCB汚染物」、「PCB処理物」の３つに分類される
３）。この中で「PCB汚染物」には汚泥や燃え殻等が該

当し、これらは昭和48年環境庁告示第13号に準じた溶

出試験での溶出量で規定される。本研究では、溶出量

で規定されるPCB汚染汚泥に着目し、汚泥からのPCB

溶出を防止する安価な対策方法について検討した。 

 

2.  供試汚泥 
 

異なる工場から採取した２種類の実汚泥（A 汚泥、B

汚泥）を用いた。 

 

2.1 A 汚泥 

化学工場由来の汚泥であり、工場内の排水ピットに

保管されている。ピット底部の汚泥をエッグマンパー

ジ採泥器を用いて採取した。また、上澄水も併せて採

取した。 

A 汚泥の含水率、pH、酸化還元電位（ORP）、汚泥

含有成分を各々底質調査法、JIS K 0102 02、蛍光 X

線法で測定した。その結果を表―１に示す。A 汚泥は

中性であり、ORP は-71.9mV と還元域であった。また、

汚泥成分を見ると主要成分はケイ素、塩素であり、そ

の他、アルミニウム、硫黄、鉄が 3～5％含まれていた。 

 

表－1 A 汚泥の性状 

Table 1 Properties of A-sludge 

含水率 
（%） 

pH
ORP 

（mV）

汚泥成分（%） 

Al Si S Cl K Ti Mn Fe 

81.9 7.3 -71.9 3.4 40.0 4.4 30.8 12.2 0.5 0.5 5.5 

  

昭和48年環境庁告示第13号に準じてA汚泥のPCB溶出

試験を実施した。得られた溶出液をヘキサンで液-液抽

出し、抽出液に無水硫酸ナトリウムを添加し脱水した。

さらに、加熱・減圧により濃縮した後、多層カラムに

よるクロマト吸着分離を行った。定容後、GC-MASSに

てPCBを定量し溶出液中のPCB濃度を決定した。その

結果、表－２に示すようにA汚泥からのPCBの溶出量は

0.055mg/Lと特別管理産業廃棄物基準の0.003mg/Lを大

幅に超過していた。また、溶出液のpHは10前後と汚泥
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そのもののpHより高い値を示した。 

 

表―２ A 汚泥からの PCB 溶出試験結果 

Table 2 Result of PCB dissolution test from A-sludge 

PCB溶出量（mg/L） 溶出液のpH 溶出液のORP（mV）

0.055 10.0 -14.3 

  

2.2 B 汚泥 

電気工場由来の汚泥であり、汚泥に加水した際には

図―１に示すように液面に油膜が確認された。このよ

うに、B 汚泥は多量の油分を含んでおり、A 汚泥とは

性状が大きく異なることがわかった。この B 汚泥を用

いて昭和 48 年環境庁告示第 13 号に準じた PCB 溶出試

験を行った。その結果、溶出液中の PCB 濃度は

0.010mg/L となり、A 汚泥同様、特別管理産業廃棄物基

準の 0.003mg/L を超過していることがわかった。 

 

 

図―１ B 汚泥に加水した際に確認された油膜 

Fig.1 Oil slick generated by adding water to B-sludge 

 

３. 実 験 

 

3.1 汚泥からの PCB 溶出抑制に寄与する添加剤のスク

リーニング 

3.1.1 一次スクリーニング 

汚泥からの PCB 溶出を抑制するには、汚泥に含まれ

る PCB を物理的、化学的または生物学的に分解する手

法と、汚泥内に PCB を捕捉し安定化させる手法が考え

られる。分解の場合、物理的、化学的処理では PCB の

分解に高温高圧が必要であり、オンサイトでの処理が

困難である。また、生物学的分解では、処理の確実性

や処理時間に課題が残される。そこで本研究では、

PCB を汚泥内に捕捉し安定化させる手法を検討し、溶

出抑制に寄与する各添加剤をスクリーニングした。ス

クリーニングの評価方法としては、汚泥と添加剤との

混合により形成された汚泥フロックの凝集性、沈降分

離された上澄液の透視度等からの定性的評価である。 

a) 実験材料 

供試汚泥として A 汚泥を用いた。また、添加剤とし

ては、作用機構と特性から有効と考えられる γ-ポリグ

ルタミン酸架橋体１種（日本ポリグル社 PGα21Ca）、

ポリアクリル酸エステル系４種（MT アクアポリマー

社アロンフロック C-508UL、C-535L、C-702、C-510）、

モンモリナイト系１種（東新化成社フロナイト 723）、

中性水溶性ポリマー系１種（栗田工業社ソイルフレッ

シュ P-101）、アクリル酸ジメチルアミノエチル系１種

（ダイヤニトリックスル社ダイヤフロック）の計 8 種

類を用いた。 

b) 実験方法 

100mL容ビーカー8本にA汚泥湿重1gと蒸留水100mL

を混合し、硫酸を用いて各添加剤の至適pHに調整した。

その後、各ビーカーに添加剤を0.3gずつ配合し1分間攪

拌した。攪拌を停止し5分間静置した後、汚泥のフロッ

ク状態及び上澄水の透明度及び粘性を目視で観察した。 

c) 実験結果 

表―３に試験結果を、図―２に添加剤混合後の様子

を示す。上澄水の透視度が良好であった添加剤は No.1

の PGα21Ca 及び No.6 のフロナイト 723 の２種類であ

った。特に No.1 の PGα21Ca を添加した場合には、水

の透視度が高いだけでなく、粘性も低くかつ形成され

たフロックの大きさも極めて良好であった。 

 

表―３ 添加剤のスクリーニング結果 

Table 3 Result of screening additive 

No. 
添加剤 

（商品名） 

pH 
水の 

粘性 

水の 

透明度 

ﾌﾛｯｸ

の大

きさ
調整前 調整後 

1 PGα21Ca 

10.2 

未調整 無 良好 中 

2 ｱﾛﾝﾌﾛｯｸ C-508UL 5.5 やや有 濁る 大 

3 ｱﾛﾝﾌﾛｯｸ C-535L 5.0 非常に有 やや濁る 中 

4 ｱﾛﾝﾌﾛｯｸ C-702 5.3 有 やや濁る 中 

5 ｱﾛﾝﾌﾛｯｸ C-510 4.9 やや有 やや濁る 大 

6 ﾌﾛﾅｲﾄ 723 7.2 無 良好 小 

7 ｿｲﾙﾌﾚｯｼｭ P-101 5.3 無 濁る 小 

8 ﾀﾞｲﾔﾌﾞﾛｯｸ 5.4 有 やや濁る 大 

  

 No.8 No.7 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1No.8 No.7 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1

 

図―２ 各種添加剤混合後の汚泥の様子 

Fig.2 Appearance of the sludge mixed each additive 
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3.1.2 二次スクリーニング 

a) 実験材料 

一次スクリーニングで有望と考えられた No.1

（PGα21Ca）、No.6（フロナイト723）を用いた。 

b) 実験方法 

100mLビーカー2本にA汚泥湿重1gと蒸留水100mLを

混合し、硫酸で各添加剤の至適pHに調整した。その後、

各ビーカーにNo.1、No.6を0.3gずつ配合し60分間攪拌

を継続した。攪拌停止後、0.45μmのメンブレンフィル

ター及び1.0μmのガラス繊維ろ紙で各々ろ過した。 

c) 実験結果 

図―３、図―４に、No1、No.6汚泥スラリーを各フ

ィルターでろ過したろ液の様子を示す。また、表―４

には各ろ液中の濁度を示す。 No.1で処理した汚泥スラ

リーからは、フィルターの目開きに関わらず無色透明

のろ液が得られ濁度は検出限界以下であった。一方、

No.6で処理した汚泥スラリーから0.45μmフィルターで

処理したろ液中の濁度は検出限界以下であったが、若

干黄色を呈していた（図―４左）。また、1.0μmろ紙で

処理したろ液の濁度は80となり、濁りのあるオレンジ

色であった（図― 4 右）。以上の結果、 No.1 の

PGα21Ca）で処理した場合には、60分間撹拌を行って

も汚泥フロックは安定した状態であったと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―３ No.1 のろ液（左；0.45μm、右；1.0μm） 

Fig.3 Filtration liquid of No.1(left;0.45μm, right;1.0μm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―４ No.6 のろ液（左；0.45μm、右；1.0μm） 

Fig.4 Filtration liquid of No.6(left;0.45μm, right;1.0μm) 

表―４ 各ろ液の濁度 

Table 4 Turbidity of each filtration liquid 

No. 
0.45μmﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀｰでの

ろ液 

1.0μmガラスろ紙で

のろ液 

1 ＜2 ＜2 

6 ＜2 80 

  
 

3.1.3 PGα21Caを用いたA汚泥からのPCB溶出試験 

a) 実験材料 

供試汚泥としてＡ汚泥を用いた。また、加水する供

試水としては蒸留水だけでなく、現地の保管ピットか

ら採取したＡ汚泥の上澄水を用いた。また、添加剤と

しては No.1 の PGα21Ca を用いた。 

b) 実験方法 

所定容のガラスビーカーに、表－５に準じて A 汚泥

及び供試水を混合した。さらに、PGα21Ca を所定量添

加し、１分間スターラー上で攪拌処理を行った。攪拌

を停止し、十分フロックが沈殿した段階で遠心分離を

行い、液分と固形分に分離した。液分については濁度

及び PCB 濃度を測定した。また、固形分については、

環境庁告示第 13 号による PCB の溶出試験を行い、溶

出液中の濁度及び PCB 濃度を測定した。なお、分離液、

溶出液中の PCB はいずれも JIS K0093 に準じて定量し

た。 

c) 実験結果 

試験条件及び凝集結果を表―５に示す。供試水とし

て蒸留水を用いた場合には、スケールを５倍としても

良好なフロック化が確認された。一方、現地の保管ピ

ットから採取した上澄水を用いた条件では、PGα21Ca

を湿汚泥重量当たり 3％添加した条件で上澄水に若干

の濁りが確認されたが、湿汚泥重量当たり 4％添加す

ることにより上澄液の濁りも大幅に改善された。 

 

表―５ 実験条件及び結果 

Table 5 Experimental conditions and result 

実験条件 実験結果 

湿 

汚泥 

（g）

供試水 
添加水量

（mL） 

湿汚泥重

量当たり

添加量

（％） 

ｐH 

粘

性
透明度

ﾌﾛｯｸ 

の 

大き

さ 

処理

前 

処理

後 

10 蒸留水 100 3 8.5 6.6 無 良好 中 

50 蒸留水 500 6 7.3 6.8 無 良好 中 

10 ﾋﾟｯﾄ上澄水 100 3 8.9 7.0 無 濁る 中 

10 ﾋﾟｯﾄ上澄水 100 4 8.8 7.1 無 良好 中 

  

上記の実験で PGα21Ca を 4％添加し撹拌処理した汚
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泥スラリーを遠心分離で液分と固形分に分離した。ま

た、固形分については PCB の溶出試験を行った。 

分離液、溶出液の濁度及び PCB 濃度を表―６に示す。

分離液、溶出液の濁度は各々5、3 であった。また、各

液中の PCB 濃度はいずれも検出下限値未満（＜

0.0005mg/L）となった。この結果、PGα21Ca を汚泥に

添加し撹拌混合することにより、A 汚泥に含まれる

PCB の溶出（PGα21Ca 無添加時 0.055mg/L） を完全に

抑制できることがわかった。 

 

表―６ 濁度と PCB 量 

Table 6 Turbidity and amount of PCB 

 

分析ｻﾝﾌﾟﾙ 濁度 PCB 濃度（mg/L） 

分離液 5 検出下限未満（＜0.0005 mg/L） 

溶出液 3 検出下限未満（＜0.0005 mg/L） 

 

3.2 PGα21Caを用いたB汚泥からのPCB溶出抑制 

3.2.1 PGα21Caを用いたB汚泥からのPCB溶出試験 

a) 実験方法 

300mLビーカー２本を用意し、各ビーカーにB汚泥湿

重10ｇ、蒸留水100mLを混合しマグネチックスターラ

ー上で攪拌した。一方には、PGα21Caを0.4g添加し5分

間攪拌を継続した。停止後、固液分離し固形分からの

PCB溶出試験を行った。 

b) 実験結果 

 撹拌後の各汚泥スラリーの様子を見ると、図―１に

示したとおり、PGα21Ca無添加系では油膜が見られた

が、PGα21Caを添加した系では液面に油膜は全く確認

されなかった。この結果、PGα21Caは極性の低い油分

をも捕捉できることがわかった。 

各汚泥からの PCB の溶出試験結果を表―７に示す。

PGα21Ca 無添加系では PCB が 0. 010mg/L 検出された

が、添加した系では検出下限未満であった。 

 

表―７ B 汚泥からの PCB の溶出量 

Table 7 Amount of the dissoluted PCB from B-sludge 

 

分析サンプル 
PGα21Ca 

無添加系 

PGα21Ca 

添加系 

溶出液 0. 010 mg/L 
検出下限未満 

（＜0.0005 mg/L） 

 
3.2.2 水溶液成分に対する PGα21Ca の添加効果 

a) 実験方法 

300mL ビーカー２本を用意し、各ビーカーに B 汚泥

湿重 50ｇ、蒸留水 500mL を混合しマグネチックスター

ラー上で 21 時間連続攪拌を行った。さらに、一方のビ

ーカーに PGα21Ca を 2.0g 添加し、5 分間攪拌を継続し

た。その後、各ビーカーの汚泥スラリーを回収し遠心

分離した。さらに、得られた分離液を 0.45μm のメンブ

レンフィルターでろ過し、各ろ液の濁度、溶解性 TOC

（有機全炭素）、PCB を測定した。 

b) 実験結果 

PGα21Ca を添加しない系ではろ液は若干黄色がかっ

ていたが、添加した系では無色透明なろ液であった。 

 表―８には各ろ液の分析結果をまとめて示す。濁度

に関してはPGα21Ca無添加の系で6、添加系では検出下

限未満であった。溶解性TOCについては無添加系で

20mg/L、添加系で11mg/Lであった。さらに、PCBに関

しては、無添加系で0.0016mg/L、添加系で検出下限未

満 （＜ 0.0005mg/L ） とな り、 溶解 性 TOC 同様 、

PGα21Caを添加することにより、液中のPCB濃度が大

幅に低下することがわかった。この結果、PGα21Caは、

固形分に吸着している有機物だけでなく、溶解性やミ

セル状または極小微粒子に吸着した有機物まで捕捉で

きることが示唆された。これは汚泥からの溶出防止だ

けでなく、水溶性有機物濃度の高い水の浄化へも効果

があるものと考えられる。 

 

表―８ PGα21Ca の添加効果 

Table 8 Effect of adding PGα21Ca 

 

分析項目 
PGα21Ca 

無添加系 

PGα21Ca 

添加系 

濁度 6 ＜2 

溶解性 TOC 20 mg/L 11 mg/L 

PCB 濃度 0. 0016 mg/L 
検出下限未満 

（＜0.0005 mg/L） 

 

４. 考 察 

 

4.1 ポリグルタミン酸架橋体 

本実験では、以下のようなポリグルタミン酸架橋体

の添加効果を見出した。 

① ポリグルタミン酸架橋体である PGα21Ca は、通常、

凝集阻害をもたらす油分を含む汚泥に対しても

PCB の溶出を完全に抑制する。 

② PGα21Ca は、水溶性有機物に関しても捕捉する効
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果がある。 

③ PGα21Ca で処理した汚泥フロックは、他の添加剤

と比較して強度的にも優れている。 

ポリグルタミン酸は、グルタミン酸をモノマーとす

るポリペプチドの一種であり、γ位のカルボキシル基と

α位のアミノ基がペプチド結合を形成するため、γ-ポリ

グルタミン酸とも呼ばれている。製造はバチルス属細

菌等を用いる微生物合成であり、生分解性を持つとと

もに、重合度の高いものは自重の5,000倍前後の水分を

保持する特徴を持つ。 

このポリグルタミン酸にγ線等の電子線を照射、また

は架橋剤を化学的に作用させると、グルタミン酸の水

素が離脱することによりグルタミン酸同士が架橋され

る。この結果、三次元の網目構造を持つ巨大高分子と

なる。PGα21Caは、ポリグルタミン酸架橋体をベース

とし、カルシウム化合物等を配合した添加剤である４）。 
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 凝集剤と PGα21Ca との作用機構を比較すると以下の

とおりである。 

 通常、水中の荷電粒子は表面から約 1mm のところに

高いエネルギー障壁を持ち、これが粒子間に大きな静

電気的反発力を生み出す。ここに、微粒子と逆の電荷

をもつ物質を加えると粒子表面に吸着する。その物質

が粒子表面のエネルギー障害を超える大きさを持って

いれば、２個の粒子を架橋して集合体を形成すること

ができる。この特性を利用したのが凝集である。 

 凝集剤としては、無機系凝集剤及び高分子系凝集剤

がある。無機系凝集剤としては、PAC、硫酸バンド、

塩化鉄、硫酸鉄等が良く知られている。いずれも懸濁

液に添加した後、アルカリを加えアルミニウムや鉄の

水酸化物を生じさせる。これらの水酸化物の沈殿は

pH6 付近で正電荷をもつため、負電荷をもつ固体粒子

と結合し凝集体を形成する。また、高分子凝集剤とし

てはアクリルアミドを重合して合成したポリアクリル

アミドが主に使用されている。ポリアクリルアミドの

アミド基は酸性から弱アルカリ性で正負荷を持つため、

負電荷をもつ固体粒子を凝集させることができる。 

これらの凝集剤に対して、ポリグルタミン酸架橋体

である PGα21Ca の作用は以下のように考えることがで

きる。 

 前述のように、PGα21a は、ポリグルタミン酸架橋体

を主成分とし、それ以外にカルシウム化合物を含んで

いる。この結果、まずカルシウムが固体粒子間の静電

気エネルギーによる反発を消滅させ、次にポリグルタ

ミン酸架橋体によって捕捉すると考えられる。 

ポリグルタミン酸架橋体は、ポリグルタミン酸また

は γ-ポリグルタミン酸の鎖状長分子が相互に架橋する

ことによって形成されることから、三次元の網目構造

を呈している。その結果、内部に網となる袋状空間が

多数形成され、電荷を失った固体粒子が捕捉されるの

ではないかと考えられる。また、架橋で形成された袋

状空間の極性も変化しているとすれば、吸着していな

い極性の低い水溶性有機物を捕捉できることも十分考

えられる。このような作用機構によって、ポリグルタ

ミン酸架橋体 PGα21Ca は、本実験で示したような優れ

た性能を発揮したと推察される。 

4.2 PCB 汚染汚泥処理処分の提案 

 PCB 汚染汚泥の卒業判定基準は、廃棄物処理法（廃

棄物の処理及び清掃に関する法律）の昭和 48 年環境庁

告示第 13 号に定められた溶出量（0.003mg/L 未満）に

準じるが、本実験に示したとおり PGα21Ca を添加・撹

拌することにより、汚泥からの PCB 溶出を完全に抑制

することができた。 

一方、平成 17 年度から微量 PCB 廃棄物の焼却処理

の実証が環境省により進められている。現行の廃棄物

処理法において都道府県知事の許可の対象となるのは

焼却温度 1,100℃以上のものであるが、850℃以上の焼

却温度で処理した場合でも確実かつ安全に分解された

としている。また、環境省指導の下、すでに数社の民

間処分業者が保有する焼却設備では、優れた性能と安

全性も実証されている５）。 

以上のような技術的側面から見た PCB 汚染汚泥の処

理処分について以下のようなフローを提案する。 

① PCB 汚染汚泥の溶出抑制 

PCB 汚染汚泥を保管する事業所内にてポリグルタミ

ン酸架橋体を用いた添加処理を行う。図―５に溶出防

止の処理フロー案を示す。まず、汚泥が保管されてい

るピットから上澄水を引き抜き貯水槽へ移送する。ピ

ットに堆積した汚染汚泥はピットから反応槽へ送り込

まれ、貯水槽からの水とポリグルタミン酸架橋体とと
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もに撹拌混合される。これにより、PCB の溶出量を完

全に防止する。反応後の汚泥スラリーは脱水機で固液

分離され、分離液は再度貯水槽へ返送し、反応水とし

て再利用する。一方、分離固形分は貯泥槽にて貯留し、

的確な梱包の後、場外へ搬送される。 

② 汚泥の搬出 

PCB の溶出を防止した汚泥を事業所から搬送する。

なお、PCB の溶出を完全抑制しているため、搬送時の

安全性を大幅に向上することができ、現行と比較して

梱包等のコストダウンも期待できる。 

③ 焼却処理 

工場生産から生じた汚泥の場合、PCB 以外に廃棄物

処理法で規定されている物質を含むことが懸念される。 

その際には、環境大臣認定を受けた特別管理産業廃棄

物処分業許可証を持つ民間処分業者へ搬送し、同施設

にて焼却による適正処理を行う。 

 

②PCBの溶出抑制処理

PCB汚染汚泥

貯水槽
固形分

M
ポリグルタミン酸架橋体

脱水機

貯泥槽③脱水工程

放流または産廃処分

①上澄液の回収

反応槽

ピット

場外搬出

溶出防止汚泥

 
図―５ 汚泥からの PCB 溶出防止の処理フロー 

Fig.5 Preventing process of  PCB dissolution from sludge 

 以上のスキームにより、PCB 汚染汚泥を現行よりも

安価に処分することができ、ひいては国内に保管され

ている PCB 汚染汚泥の全廃を加速することにも貢献で

きると考えられる。 

 

５. おわりに 

 

 環境省によれば、平成 20 年 3 月における PCB 汚染

汚泥の登録量は 22,484 トンである６）。一方、PCB 特別

措置法では、事業者責任として平成 28 年 7 月 14 日ま

でに汚泥を含めた PCB 廃棄物を全量処分することを義

務付けている１）。しかしながら、現行では処理単価が

非常に高いため２）、企業によっては汚泥処分費用が会

社経営そのものを圧迫するケースもある。本研究では、

汚泥の判断基準となる PCB の溶出を完全に防止する知

見が得られ、さらに現在進められている微量 PCB の焼

却技術をマッチングさせることにより、より安価な

PCB 汚染汚泥の処理処分の可能性を示した。なお、

PCB 廃棄物の処理処分技術の実施においては、国及び

所管する自治体の評価も必要であり、今後、本技術の

実践的検証を進める必要がある。 
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