
U.D.C 504

バイオスティミュレーション用薬剤の改良
諸条件を想定した分解促進効果確認

鶴岡 佑樹＊ 虫明 晋哉＊ 伊藤 浩＊

要 約： 工場などで使用される溶剤等に含まれる揮発性有機化合物（VOC）による土壌地下水汚染対策手法であるバ
イオスティミュレーション法には，各種環境因子（pH，阻害物質，電気伝導度）の影響を受けやすい，高濃度
汚染への適用が難しいなどの課題がある。これらの課題に対し，筆者らはこれまでバイオスティミュレーション
に適した環境因子の条件や，因子の調節による分解促進効果について室内及び実サイトにおいて検討を行ってき
た。本報ではこれまでの試験で得られた知見から，実汚染サイトの諸条件を想定した分解促進効果確認試験を実
施した。その結果，VOC類が低～中濃度条件において当技術の一定の効果が確認され，実汚染サイトにおける
適用条件が示唆された。

キーワード： 原位置浄化，バイオスティミュレーション，VOC，環境調節

目 次： 1．はじめに
2．検討内容

3．試験結果
4．まとめ

1．はじめに
ドライクリーニングや機器，金属の洗浄等で用いられて
いるテトラクロロエチレン（PCE）やトリクロロエチレン
（TCE）等の VOC による土壌・地下水汚染には，原位置
浄化法が適用されるケースが多く見られている。特に汚染
が地中深くまで広範囲にわたるサイトにおいては，施工
性，コスト面の観点から積極的に適用されることが多い。
その中でも，在来微生物を活用して汚染物質を嫌気的に分
解・無害化するバイオスティミュレーション法は，低コス
トかつ環境負荷の少ない手法として広く用いられている。
一方で，バイオスティミュレーション法には，浄化に時
間を要する，高濃度汚染への適用が困難，適用可否や浄化
速度がサイトの環境因子に依存するため，事前にトリータ
ビリティー試験を必要とする等の課題を有している。バイ
オスティミュレーションに適したサイト環境であっても，
汚染対策期間の制限等により適用できないケースもある。
筆者らは，これまでバイオスティミュレーションに適し
た環境因子の条件の検討や，因子の調節による分解促進効
果について検討を行ってきた。これまでの既報1), 2)では，
室内試験により従来のバイオスティミュレーション用薬剤
である水素供与体（以下，従来薬剤）に，環境因子調節剤
として，pH 調節剤，補助栄養剤，硫酸イオン除去剤を合
わせて添加する（以下，開発薬剤）ことで，VOC の分解
促進効果が得られることを報告した。その後，それらの効
果確認のため，実汚染サイトでの適用検討試験を行っ
た。2)その結果，開発薬剤の有効性は確認されたが，PCE
および硫酸イオン高濃度井戸においては，効果が見られな
い井戸も確認された。そこで本報では，開発薬剤の設計手
法の確立を目的にこれまでの室内試験で得られた環境条件

に応じた適切と考えられる各調節剤の配合を用い，実汚染
サイトの諸条件を想定した分解促進効果確認試験を実施し
たので報告する。

2．検討内容
2.1 環境因子調節剤の評価試験
本試験では，複数の VOC，硫酸イオン濃度条件におけ

る環境因子調節剤（硫酸イオン除去剤）添加による PCE
の分解速度への影響から，開発薬剤におけるVOC 濃度お
よび硫酸イオン濃度の適用範囲の検討を目的とした。
本試験には実汚染サイトにて採取した地下水に汚染物質

として PCE 標準液を加えて，濃度を調節したものを試験
体とした。汚染物質濃度調節後の地下水から一定量の試料
を分取し，水素供与体および環境因子調節剤を添加した
種々の条件の試験体を調製した。水素供与体は市販のポリ
乳酸系ポリマー型微生物栄養剤を用いた。
各試験条件は PCE濃度を低，高濃度の 2段階に設定し，

硫酸イオン除去剤の効果が確認されている硫酸イオン濃度
100 mg/L 程度から，実汚染サイト適用試験において効果
が小さかった 1,000 mg/L 以上の高濃度までを試験条件と
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表-1 試験体調節条件一覧



した。各試験体調節条件を表-1 に示す。
2.2 試験および分析方法
それぞれの条件の地下水を 65 mL ガラス瓶に満液まで
小分けし密栓した。それを測定回数分準備し，小分けした
各サンプルを水槽内にて養生し，所定の日数経過後に開封
し，測定した。VOC の濃度測定はヘッドスペース―ガス
クロマトグラフ法，各環境因子の測定には，pH（水素イ
オン濃度）・ORP（酸化還元電位）・EC（電気伝導度）は
電極法，TOC（全有機体炭素）は燃焼酸化―赤外線式
TOC 分析法，硫酸イオン濃度は吸光度計を用いた。分析
項目は PCE，TCE，シス-1,2-ジクロロエチレン（以下，
cis-DCE），1,1-ジクロロエチレン（以下，1,1-DCE），ク
ロロエチレン（以下，CE）及び各種環境因子を対象とし
た。VOC の定量下限値は 0.0005 mg/L とする。表-2 に分
析項目の一覧を示す。

表-2 分析項目・目的の一覧

2.3 試験期間
分析頻度は，試験前，薬剤添加後 0，15，30，60，90，

120，180 日とした。

3．試験結果
3.1 各種分析値
各条件の試験結果一覧を表-3 に，試験条件 1～6 の

VOC，環境因子の分析結果を図-1～6 にそれぞれ示す。
試験条件 1（PCE 濃度：低 硫酸イオン濃度：低）で

は，開発薬剤が開始後 90 日，従来薬剤が開始後 120 日で
それぞれ PCE濃度が定量下限値以下となった。
水素供与体と合わせて添加した硫酸イオン除去剤の効果

によって，開発薬剤の方が従来薬剤と比較し，分解を早め
たと考えられる。
試験条件 2（PCE濃度：高 硫酸イオン濃度：低）では

PCE 濃度の分解速度は同程度であった。しかし，決定係
数から従来薬剤の PCE 濃度の低減傾向にバラつきがある
のに対して，開発薬剤は明らかな低減傾向が見られた。
試験条件 3，4（PCE 濃度：低，高 硫酸イオン濃度：
中）では，従来薬剤と比較して，開発薬剤の効果が確認さ
れ，PCE濃度の減少傾向が確認できた。
試験条件 5，6（PCE 濃度：低，高 硫酸イオン濃度：
高）では，開発，従来薬剤共に明確な PCE 濃度の減少傾
向は見られなかった。
また，本試験の PCE分解速度を定量的に評価するため，

一次反応速度定数を計算した。計算式は次式を用いた。
Ct/C0=e－λt (1)

λ：一次反応速度定数 t：経過日数 Ct：開始 t 日後の
PCE 濃度 C0：試験開始時（t=0）の PCE 濃度（初期
値）
条件 1，3，4では明らかに開発薬剤の一次反応速度定数

が大きくなっており，優位性が示されている。条件 2では
開発薬剤の一次反応速度定数は，従来薬剤と比べ高い値で
あること，決定係数が高く，式(1)に適合して安定的に
PCE 濃度が低下していることから，開発薬剤が優位であ
ると考えられる。条件 5，6 は相対的に開発薬剤の一次反
応速度定数の方が高かったが，条件 1，3，4 と比較して
1/10～1/100 と，非常に低い値であり，開発薬剤効果の優
位性は確認できなかった。開発薬剤の効果を評価した結果
を，表-3 に併せて示す。
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表-3 試験結果一覧
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図-1 条件 1（PCE：低濃度 硫酸イオン：低濃度）結果（左：VOC中：pH，EC，硫酸イオン 右：ORP，TOC）

図-2 条件 2（PCE：高濃度 硫酸イオン：低濃度）結果（左：VOC中：pH，EC，硫酸イオン 右：ORP，TOC）

図-3 条件 3（PCE：低濃度 硫酸イオン：中濃度）結果（左：VOC中：pH，EC，硫酸イオン 右：ORP，TOC）
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図-4 条件 4（PCE：高濃度 硫酸イオン：中濃度）結果（左：VOC中：pH，EC，硫酸イオン 右：ORP，TOC）

図-5 条件 5（PCE：低濃度 硫酸イオン：高濃度）結果（左：VOC中：pH，EC，硫酸イオン 右：ORP，TOC）

図-6 条件 6（PCE：高濃度 硫酸イオン：高濃度）結果（左：VOC中：pH，EC，硫酸イオン 右：ORP，TOC）



3.2 PCE分解傾向と環境因子との関連性
（pH・EC・硫酸イオン）

PCE 分解傾向に与える pH・EC・硫酸イオンの各環境
因子の影響について検討を行った。PCE 及び各環境因子
の初期値と最終値を表-4 に示す。
pH については，PCE 分解傾向が確認された条件 1～4
では試験期間中おおむね中性に保たれていたが，条件 5～
6 では pHは試験期間中増加傾向にあったため，PCE 分解
傾向が確認されなかった一つの理由と考えられる。
硫酸イオンについては，硫酸イオン除去剤を添加した条
件 1～6 全てにおいて硫酸イオン濃度の減少傾向が見られ
た。しかし開発薬剤条件 5，6において PCE分解傾向が見
られなかった理由として，高濃度の硫酸イオンを減少させ
るため，多量の硫酸イオン除去剤を添加した結果，EC の
値が上昇したことが考えられる。前報2)においても高すぎ
る EC の値は，PCE 分解を阻害する傾向が見られており，
今回の試験でも同じ傾向が見られた。EC の適正値は今後
の研究課題と考える。
3.3 PCE分解傾向と環境因子との関連性（TOC）
TOC 減少量と一次反応速度定数および相関係数を表-5
に示す。TOC の計測は主に水素供与体の濃度変化を目的
としている。TOC 減少量（0 日と 180 日の差）は，開発
薬剤を使用した方が大きかった。特に，PCE の分解が比
較的進んだ開発薬剤条件 1，2，3，4 において大きな値で
あった。
そこで，TOC 値と PCE 分解の相関を見るため，TOC
減少量と一次反応速度定数の回帰直線の R値（相関係数）

を算出した。
開発薬剤条件では R=0.74 であり，相関性が見られた。
水素供与体（TOC）の消費量が大きいほど，PCE の分解
が進んだと言え，水素供与体が PCE の分解に寄与したた
めと考えられる。
対して従来薬剤条件では R=－0.18 と相関がなく，水素

供与体の消費と PCEの分解に関係性が見られなかった。
従来薬剤条件においてTOCは減少したが，PCEの分解

と相関がない理由として，従来薬剤条件 3～6（硫酸イオ
ン濃度が中～高）では硫化水素の発生が確認されており，
水素供与体（から供給される水素）が PCE の分解だけで
はなく硫酸還元にも消費されたためと推測される。一般に
硫酸イオンが共存している条件では，水素供与体が PCE
等の VOC の分解以外にも消費されてしまい，VOC 分解
が停滞してしまうと言われており，本結果もその傾向が見
られた。
開発薬剤において PCE 分解が進んでいない（PCE 一次

反応速度定数が小さい）条件 5，6 は，そもそも EC が高
すぎる等の条件から，微生物活性が高くない状態のため，
TOC減少量も少ないと考えられた。

4．まとめ
本試験では，実汚染サイトの諸条件を想定した分解促進

効果確認を目的として検討を行った。その結果，開発薬剤
条件 1～4（PCE 濃度：0.1～30 mg/L，硫酸イオン濃度：
0～400 mg/L）では従来薬剤と比較し開発薬剤の優位性が
見られた。しかし試験条件 5，6 では開発薬剤効果の優位
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表-4 PCE及び環境因子 結果一覧



性が見られなかった。その原因として高濃度の硫酸イオン
を減少させるため，多量の硫酸イオン除去剤を添加した結

果，EC の値が上昇したことが考えられる。その対策は現
在検討中であり，今後も適用試験を進める予定である。
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表-5 PCE一次反応定数とTOC減少量の関係
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IMPROVEMENT OF BIOSTIMULATING MEDICATION
CONFIRMATION OF DECOMPOSITION PROMOTION

EFFECT ASSUMING VARIOUS CONDITIONS

Y. Tsuruoka S. Mushiake H. Ito

Biostimulation methods for remediation of groundwater contaminated by chloroethenes which are included in solvent
are easily affected by environmental factors（e.g, pH, concentration of biodegradation inhibitor, electric conductivity）and
are less effective for high concentration of chloroethenes. For these problems, the authors have examined the conditions of
environmental factors suitable for biostimulation and the decomposition promotion effect by adjustment of factors. In this
report, we conducted a confirmation test of the decomposition promotion effect assuming various conditions of the actual
contaminated site from the findings obtained by the previous tests.
As a result, certain effects of this technology were confirmed under low to moderate concentration conditions of
chloroethenes, suggesting application conditions at real contaminated sites.


