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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総

理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月

３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

経済産業省において実施している「土壌汚染対策のための技術開発」プロジェクトは、工場・

事業場の操業中からの自主的な土壌汚染対策を促進するため、原位置で行う回収・浄化機能等を

有する低コストの土壌汚染対策技術（共通基盤的評価技術を含む）として、重金属等の原位置処

理土壌汚染対策及びVOCの微生物等を利用した環境汚染物質の浄化技術を開発するため、平成２

３年度より実施しているものである。 

 

今回の評価は、この土壌汚染対策のための技術開発の中間評価であり、実際の評価に際しては、

省外の有識者からなる土壌汚染対策のための技術開発プロジェクト中間評価検討会（座長：駒井

武 独立行政法人産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 研究部門長）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され

た。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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 ・評価の進め方について 

 ・質疑応答 

 

○第２回中間評価検討会（平成２５年２月１５日） 

 ・評価報告書(案)について 

 ・質疑応答 

 

○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成２５年３月１２日） 

 ・評価報告書(案)について 



目  次 

 

はじめに 

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会 委員名簿 

土壌汚染対策のため技術研究開発プロジェクト中間評価検討会 委員名簿 

土壌汚染対策のため技術研究開発プロジェクトの評価に係る省内関係者 

土壌汚染対策のため技術研究開発プロジェクト中間評価 審議経過 

                                     ページ 

中間評価報告書概要  ………………………………………………………………   ⅰ 

 

第１章 評価の実施方法 

  １．評価目的  …………………………………………………………………   １ 

  ２．評価者  ……………………………………………………………………   １ 

  ３．評価対象  …………………………………………………………………   ２ 

  ４．評価方法  …………………………………………………………………   ２ 

  ５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準  …………   ２ 

 

第２章 プロジェクトの概要 

  １．事業の目的・政策的位置付け  …………………………………………   ５ 

  ２．研究開発等の目標  ………………………………………………………  １０ 

  ３．成果、目標の達成度  ……………………………………………………  １９ 

  ４．事業化、波及効果について  …………………………………………… ２４９ 

  ５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等  ……………… ２５７ 

 

第３章 評価 

  １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性  ……………………………… ２７５ 

  ２．研究開発等の目標の妥当性  …………………………………………… ２７７ 

  ３．成果、目標の達成度の妥当性  ………………………………………… ２７９ 

  ４．事業化、波及効果についての妥当性  ………………………………… ２８１ 

  ５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  …… ２８３ 

  ６．総合評価  ………………………………………………………………… ２８５ 

  ７．今後の研究開発の方向等に関する提言  ……………………………… ２８８ 

  ８．個別要素技術について  ………………………………………………… ２９０ 

 

第４章 評点法による評点結果  ………………………………………………… ２９７ 

 

参考資料 

参考資料１ 経済産業省技術評価指針 
参考資料２ 経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準 
参考資料３ 「土壌汚染対策のための技術開発」基本計画 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間評価報告書概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

 
中間評価報告書概要 

 

プロジェクト名 土壌汚染対策のための技術開発 

上位施策名 環境安心イノベーションプログラム 

事業担当課 
製造産業局生物化学産業課 

産業技術環境局環境指導室 

プロジェクトの目的・概要 

 本技術開発は工場・事業場の操業中からの自主的な土壌汚染対策を促進するため、原位置で行う回収・

浄化機能等を有する低コストの土壌汚染対策技術（共通基盤的評価技術を含む）として、重金属等の原位置

処理土壌汚染対策及び VOC の微生物等を利用した環境汚染物質の浄化技術を開発することを目的として

いる。また、バイオレメディエーションで利用する微生物の安全性を評価する手法や環境中に存在する微生

物群を包括的にモニタリングするための手法を開発し、それらの成果をバイオレメディエーション利用指針に

反映し、微生物を利用したバイオレメディエーションの普及促進を図ることを目指す。 

 

予算額等（委託 or 補助（補助率：２／３））              （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２２年度 平成２６年度 平成２４年度 平成２６年度 

新日鉄住金エン

ジニアリング

（株）、大阪ガス

（株）、（株）不動

テトラ、土壌修復

ラジアルウェル技

術研究組合、

（株）島津製作

所、長岡技術科

学大学、東京大

学、岐阜大学 

H22FY 予算額 H23FY 予算額 H24FY 予算額 総予算額 総執行額 

平成２２年度は

NEDO 交付金で

実施 

123,331 190,000 682,606 120,660 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

 事業終了までに原位置で行う低コストな土壌汚染対策技術の実用化の目処をつけるため、各個別要素技術の目

標を達成することを目指す。全体として、中間評価時点における進捗としては良好であり、設定された目標に対する

成果は妥当であると判断された。 

 

個別要素技術 
目標・指標 

成果 達成度 
最終時点 中間時点 

シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開発 

シアン含有量分

析方法に関する

開発 

 

 

 

（中間時点で技術確

立） 

いかなる土壌において

も全シアンを 90%以上

回収可能な分析技術

を開発する。 

塩化第二銅・塩化スズ

を添加試薬とした還元

蒸留方法（NSOF 法）を

開発し、土壌中の全シ

アンの精度（添加・回

収率）が 95%以上となる

分析技術を確立した。 

達成 

シアン分解微生

物に関する研究 

実証試験で微生物によ

るシアン分解の確認 

スティミュレーションの

研究については原地

盤の菌によるシアン分

解を確認する。 

 

 

オーグメンテーションの

研究についてはシアン

分解菌の特定および

培養を行う。 

スティミュレーションの

研究については土槽

へ栄養剤を投入し、在

来菌によるシアンの分

解を確認した。 

 

オーグメンテーションの

研究については嫌気

性シアン分解菌の分

離・培養を行った。 

達成 

土質・地層に応

じた工法の研究 

実証試験で混練施工

による栄養剤混練とシ

アン分解の確認 

混練の仕様の決定と、

混練性能の評価方法

の決定を行う。 

地盤改良機を用いた

混練試験により、混練

の仕様の確認、栄養剤

の混合評価を行う。 

混練性能は、栄養剤濃

度を TOC と HPLC によ

り定量して評価するこ

ととした。 

 

 

 

達成 
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ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発 

基盤技術支援

（全体目標） 

従来の掘削除去方式

の約半分のコストで、

水溶性かつ移動性の

有害重金属等を３年以

内に原位置で回収・浄

化する。また、狭隘な

場所にも適用可能とす

る。 

各要素技術の改良・改

善により、狭隘な場所

にも適用できるように

するほか、従来方式の

2/3 以下の中間コスト

目標を達成する。 

各要素技術の改良・改

善により、実用化の目

処が立つ状況に至っ

た。また、中間コスト目

標は達成した。 

達成 

配水循環システ

ムに関する研究

開発 

狭隘な場所に適用可

能となる直径２m 程度

までの立抗を施工可能

とし、サイト全体をくま

なく浄化する集配水シ

ステムを構築する。 

 

立抗の小口径化と施

工法の選定フローを立

案する。 

 

 

 

 

また、土壌内へ均一に

配水可能な集配水手

法を確立する。（配水

循環システム） 

 

さらに、水平集配水管

の基本スペックを確立

する。 

直径 2m までのラジア

ルウェルを構築する施

工技術を開発した。ま

た、現地条件等ふまえ

た施工方法を選定する

フローを作成した。 

 

配水、集水を交互に繰

り返すことで均一な配

水循環が可能となるこ

とを見出した。 

 

配水管の水平方向の

間隔は、条件(脱着速

度、水処理量)によって

適切に設定することが

可能となった。 

達成 

 

 

 

 

 

 

達成 

 

 

 

 

達成 

重金属の土壌

からの脱着法

の研究開発 

 

全ての重金属類に対

する効果的な脱着手

法と抽出剤を見出す。 

重金属の脱着挙動の

把握と効果的な洗浄方

法を確立する 

また、汚染物質毎の効

果的な抽出剤を選定す

る。 

 

汚染物質毎の効果的

な抽出剤の選定 

各模擬汚染土壌の作

成方法を確立し、不飽

和流を用いたカラム試

験を実施し、溶出挙動

の把握と効果的な洗浄

方法を見出した。 

 

鉛、ヒ素、フッ素、ホウ

素について選定済。

（その他は次年度以降

に実施予定） 

一部達成 

 

 

 

 

 

 

一部達成 

土壌から脱着し 短期間でサイトからの 高性能吸着剤の開発 各種重金属対応の高 達成 
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た重金属等の

吸着処理の研

究開発 

 

重金属の回収・浄化を

可能にする、効率的な

水処理システムを開発

する。 

 

 

 

 

凝集沈殿型水処理技

術の改良 

 

 

 

水処理システムの開発 

 

性能で安価な吸着剤を

開発し、優れた効果を

確認した。 

 

ホウ素水処理の性能を

大幅に向上させた。ま

た、ヒ素等の処理技術

を改良した。 

 

実用化に供しうる水処

理システムを構築し

た。 

 

 

 

 

達成 

 

 

 

 

達成 

原位置モニタリ

ング技術に関す

る研究開発 

修復中の洗浄状況をリ

アルタイムで把握・確

認できる３次元モニタリ

ングシステムを構築す

る。 

簡易で安価なモニタリ

ング井戸を開発する。

（従来井戸の 1/3 以下

のコスト） 

 

細径鋼管打設工法を

応用し、φ２５の井戸を

安価に施工する新工

法を開発し、試験によ

り良好な結果を確認

済。（コスト試算では、

従来の井戸工法の 1/5

以下） 

達成 

遮水壁に関す

る研究開発 

 

狭隘な場所にも適用可

能で閉鎖系を実現する

遮水壁とその工法を開

発する。 

洗浄中のみならず洗浄

終了後に存置しても、

環境に負荷を与えない

遮水壁を選定する。 

ベントナイト 100％砕石

を使用する地中鉛直連

続遮水壁を考案した。

遮水性等の基礎実験

は、および施工実験実

施済み。 

達成 

低コスト原位置電気修復技術の研究開発 

模擬汚染土壌

を対象とした電

力量を最小化

する土壌pH、電

解液 EC の最適

化 

平成 24 年度で事業終

了 

模擬汚染土壌を対象と

して、電力量を最小化

する土壌 pH、電解液

EC の最適化を行う。 

鉛、六価クロムを汚染物

質とした砂、マサ土、笠岡

粘土の模擬汚染土壌に

おいて、電力消費量

2,250kWh/m3 以下で浄化

できる土壌 pH、電解液

EC の最適条件を導出し

た。 

 

達成 

実汚染土壌を

対象とした電力

平成 24 年度で事業終

了 

実汚染土壌を対象とし

た電力量を最小化する

鉛実汚染土壌（粘土混

じり砂）及び六価クロム

達成 
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量を最小化する

土壌 pH、電解

液 EC の最適化 

土壌 pH、電解液 EC の

最適化を行う。 

実汚染土壌（砂混じり

粘土）について、電力

消費量 2,250kWh/m3

以下で浄化できる土壌

pH、電解液 EC の最適

条件を導出した。 

汚染土壌の物

理化学的特性

解析と浄化効

率への影響評

価 

平成 24 年度で事業終

了 

汚染土壌の物理化学

的特性解析と浄化効

率への影響評価を行

う。 

鉛を対象汚染物質とし

た模擬汚染土壌につ

いて、環境負荷の低い

電解質（塩）を使った電

解水による溶出試験を

実施し、pH３～pH４の

電解水で、鉛の溶出量

が著しく増加すること

がわかり、電気修復浄

化への適用可能性を

見出した。 

達成 

電気修復法に

おける浄化メカ

ニズムと浄化効

率向上に関す

る研究 

平成 24 年度で事業終

了 

電気修復法における浄

化メカニズムと浄化効

率向上に関する研究を

行う。 

鉛を対象汚染物質とし

た模擬汚染土壌につ

いて、土壌 pHが６以下

でなければ鉛は溶出

せず浄化が困難なこと

を実験的に確認した。 

達成 

印加電圧パル

ス化による浄化

効率向上に関

する研究 

平成 24 年度で事業終

了 

印加電圧パルス化によ

る浄化効率の向上の

ための検討を行う。 

鉛模擬汚染土壌、六価

クロム模擬汚染土壌の

いずれにおいても浄化

効率の向上が認めら

れた。 

達成 

電解水添加に

よる浄化効率の

向上に関する

研究 

平成 24 年度で事業終

了 

電解水添加による浄化

効率向上のための検

討を行う。 

六価クロム模擬汚染土

壌では目標を超える浄

化効率の向上が認め

られた。 

達成 

原位置浄化試

験による実証試

験の浄化条件

決定 

平成 24 年度で事業終

了 

原位置浄化試験による

実証試験の浄化条件

決定を行う。 

土壌 pH･電解液 EC の
最適化、ならびに印加
電圧パルス化、電解水
の利用の３項目につい
て、それぞれ目標電力
量以内での浄化を達
成する条件を原位置試
験から決定した。 
 

達成 
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電気修復法に

使用する電極・

井戸の最適化

に関する評価

検討 

平成 24 年度で事業終

了 

電極形状（表面積な

ど）をパラメータとして、

浄化効率一定の条件

下で有効使用電極の

総重量を従来の 2/3 に

低減する。 

電極形状を変更し、電

解液中での抵抗値を

変えることなく、その総

重量を目標である２/３

以下に削減した。 

 

達成 

汚染現場にお

ける汚染分布

領域の特定技

術の確立 

平成 24 年度で事業終

了 

汚染現場における浄化

対象領域の探索と特

定、ならびに浄化過程

における浄化進捗状況

の把握のために、オン

サイト簡易分析手法と

迅速マッピング技術を

開発する。 

汚染分布領域を特定

する目的で、携帯型蛍

光 X 線分析装置の測

定条件を確立した。ま

た鉛を 450mg/kg 含有

した汚染土壌を対象と

し た 測 定 で 、 448 ±

3mg/kg の実測値を得

ることができ、測定手

法として十分な精度が

あることを確認した。 

達成 

低 コ ス ト 電 力

（自然エネルギ

ー等）の活用の

検討 

平成 24 年度で事業終

了 

自然エネルギーによる

電力の利活用を検討

する。利用する電力の

目標コストは、複数の

使用電力料金の平均

値として、1kWh あたり

10 円をめざす。 

電力コスト低減を目的

として、自然エネルギ

ーである太陽光発電に

よる電力利用について

調査と試算を行った。

現時点では平均的な

商用電力料金よりも高

額になるが、技術的に

は適用可能であること

が判った。また、太陽

光パネル単価は今後

ますます低価格化が進

むとされており、商用

電力の利用できない汚

染現場の浄化などの

際には、電力を獲得す

る有効な代替手段とし

て期待できることが判

った。 

 

 

達成 
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実証試験の実

施と目標浄化コ

ストの検証 

平成 24 年度で事業終

了 

研究成果をもとに浄化

コストを算出し、実際の

汚染サイトでの実証試

験によって検証する。 

対象土壌 1m3 あたり

1,500kWh の電力を使

用して、対象重金属に

ついて土対法における

含有量基準値の 3 倍

濃度の汚染土壌、また

溶出量基準値の 10 倍

程度の汚染土壌につ

いて、それぞれを基準

値以下に浄化する。処

理コストは掘削除去に

よる平均的な処理コス

ト（50,000 円／m3）の半

額程度（約 25,000 円／

m3）とする。 

原位置浄化試験で導

出された浄化条件を適

用して、1m3 の原位置

実証試験を実施したと

ころ、浄化に要した電

力量は 1,490kWh/m3

であり、目標値を達成

できた。 

この電力量を盛り込む

形で、当初計画時の

300m3 を対象とした汚

染サイトにおける処理

コストを試算中である。 

一部達

成 

次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発 

有害菌のドラフ

トゲノム解析と

指標遺伝子の

特定 

バイレメに関連する（環

境有害菌）属種の細菌

50 株以上について、判

別指標となる遺伝子を

特定する。 

バイレメに関連する（環

境有害菌）属種の細菌

30 株以上について、判

別指標となる遺伝子を

特定する。 

環境有害菌 35 株以上

について、判別指標と

なる遺伝子を特定し

た。 

達成 

指標遺伝子を

利用した有害性

判定手法の開

発 

バイレメに関連する（環

境有害菌）属種の細菌

50 株以上について、指

標遺伝子を用いた判

別手法を開発する。 

バイレメに関連する（環

境有害菌）属種の細菌

30 株以上について、指

標遺伝子を用いた判

別手法を開発する。 

環境有害菌 35 株以上

について、指標遺伝子

用いた判別手法を開

発した。 

達成 

有害菌データベ

ースの作製 

既知有害菌に関する

情報を収集・整備し、

微生物の安全評価を

一元的に実施できる体

制を整備する。 

既知のヒト病原菌及び

動物病原菌に関する

情報を収集する。 

ヒト・家畜有害菌の属

種名および、その基準

株 1028 株について、

16S rRNA 遺伝子配列

を収集した。 

達成 

 好気性塩素化

エチレン類分解

菌（群）の収集、

分解菌を選抜して分

離・同定し、選抜した分

解菌を保管する技術を

分解菌を選抜して分

離・同定し、選抜した分

解菌バイレメ指針適合

収集株 122 株につい

て、分解活性を指標に

選抜した13株から更に

達成 
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培養、同定、保

存 

検討する。 審査の検討を行う。 指針適合審査用 2株を

選定した。 

嫌気性塩素化

エチレン類分解

菌（群）の収集、

培養、同定、保

存 

分解菌を選抜して分

離・同定し、選抜した分

解菌を保管する技術を

検討する。 

分解菌を選抜して分

離・同定し、選抜した分

解菌バイレメ指針適合

審査の検討を行う。 

我が国で初めて嫌気

性脱塩素菌 の単離に

成功し、共培養にて活

性化する菌株も特定し

て、指針適合審査株に

選定した。 

達成 

バイレメ指針適

合株の開発（分

解菌の指針適

合確認） 

３株以上について、バ

イレメ指針適合の確認

を受け、頒布体制の確

立を行う。 

３株以上について、バ

イレメ指針適合に必要

な情報を収集し、指針

適合確認の審査を受

ける。 

４株について、指針適

合確認申請に着手し

た。 

達成 

実験室レベルで

のバイレメ実験 

好気性分解菌を利用し

たバイレメの有効性と

生態系への影響を評

価する。 

実験室レベルでの好気

性分解菌を用いたバイ

レメ試験系を確立す

る。 

バイレメ試験系を確立

し、好気的分解菌 20B

株について有効性と影

響を評価した。 

達成 

実汚染現場に 

おけるバイレメ

実験 

複数の実環境におい

てバイオスティミュレー

ション浄化を実施し、生

態系影響のための試

料を提供する。 

実環境においてバイオ

スティミュレーション浄

化を実施し、生態系影

響評価のための試料

を提供する。 

工場敷地内 2地点にお

いて、バイオスティミュ

レーション浄化試験を

実施し、試料を収集し

た。 

達成 

次世代シーケン

サーによる網羅

的な微生物叢

解析 

網羅的な微生物叢の

把握による解析手法の

確立。 

複数のバイオスティミュ

レーションサイトにおけ

る微生物叢解析による

生態系影響評価の実

施。 

新型シーケンサー用い

た網羅的な微生物叢

解析技術を確立し、バ

イオスティミュレーショ

ンサイトにおける微生

物叢解析による生態系

影響評価を実施する。 

2 地点のバイオスティミ

ュレーションサイトにお

いて、新型シーケンサ

ーを用いた網羅的な菌

叢解析による生態系影

響評価を実施した。 

達成 

超並列塩基配

列解析による指

標微生物の特

定 

指標微生物（病原菌

等）の特定による生態

系影響評価手法の確

立を行う。 

指標微生物（病原菌

等）の特定による生態

系影響評価手法の確

立を行う。 

指標微生物としてヒト

病原菌を検出する系を

確立した。 

達成 

環境メタトランス

クリプトーム解

析 

RNA を指標とした網羅

的な菌叢解析手法の

開発と生態系影響評

価への活用を行う。 

RNA を指標とした網羅

的な菌叢解析手法の

開発と生態系影響評

価への活用を行う。 

環境試料からの RNA

抽出・配列解析手法を

確立し活用した。 

達成 
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指標微生物群

の定量的モニタ

リング手法の開

発 

指標微生物候補に対

する定量的モニタリン

グ技術を確立する。 

指標微生物候補に対

する定量的モニタリン

グ技術を確立する。 

細菌・古細菌特異的

PCR プライマーを設計

し、定量性を確認した。 

達成 

生態系影響評

価標準的プロト

コールの作成 

標準的なプロトコール

を作成する。 

H25 年度から実施 H25 年度から実施 （ 未 着

手) 

プロトコール実

施のための核

酸標準物質の

整備 

プロトコールを実施す

るための核酸標準物

質の頒布体制を整備

する。 

H26 年度に実施 H26 年度に実施 （ 未 着

手) 

導入菌株のモ

ニタリング  

指針適合株のバイオオ

ーグメンテーションにお

ける動態と効果を評価

する。 

H25 年度から実施 H25 年度から実施 （ 未 着

手) 

生態系影響評

価手法の確立  

開発した生態系影響評

価手法を確立し、バイ

オオーグメンテーション

における生態系への影

響を評価する。 

H25 年度から実施 H25 年度から実施 （ 未 着

手) 

標準株の維持

管理  

 

バイレメ指針適合株の

頒布体制を整える。 

H26 年度に実施 H26 年度に実施 （ 未 着

手) 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

  なし 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
特許等件数 
（出願を含む） 

特許権の
実施件数 

新聞記事・学会発
表等件数 

８ ５ ０ ４３ 
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評価概要 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

 本事業は、技術戦略マップの目標に明確に位置づけられている。さらに、土壌汚染対策法の一部改正に伴

う付帯決議の内容にも直接呼応するものでもあり、政策的な意義も明確である。土壌汚染は国内で数多く報

告されており、この対策は不可欠である。現状、汚染浄化には多大な費用を要することから、安価な浄化技術

の実用化や事業化に向けて、国として対策を講じることが必要である。 

 本事業は、委託と補助の二つの方法で実施されており、官民の役割との関係で適切な実施方法と言える。さ

らに、本事業で開発する各個別要素技術には国内初の取組みも散見されており、新規性・先進性が十分感じ

られる。 

 なお、技術の実用化のためには、「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」と「ＶＯＣの微生物等を利

用した環境汚染物質浄化技術開発」の２つのテーマで得られた成果を有機的に結び付けるスキームについて

も考慮することが望ましい。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

 「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」に関しては、定量的な数値目標が設定され、わが国で実施

されている既往の技術や手法と比較して、目標設定は妥当である。特にコストに関しては、現状の対策費（掘

削除去）の半額以下となることを目指しており、実用技術とするための目標としては明確である。一方で、現状

の対策費は掘削除去のみを対象としているが、浄化対象の汚染物質や敷地条件等によっては別の選択肢も

存在し、掘削除去とは大きく費用が異なってくる可能性が高いため、浄化の条件をある程度分類した上で、必

要に応じて別の現状技術とも比較をすることが望ましい。 

 「ＶＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発」に関しては、達成すべき技術水準が明確であ

り、適切な指標が示されている。 

 事業実施期間の経済情勢の変化に応じた計画の修正は柔軟かつ迅速に行うことができる体制を整えること

が重要である。特に、研究開発の事業化に向けたコスト計算については経済情勢（電力コスト等）及び環境条

件の変化に応じて、柔軟に対応することが望ましい。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」に関しては、設定した具体的な目標をおおむね達成してお

り、対策コスト、浄化の効果、普及の可能性など、十分なアウトプットが得られている。未達成の目標について

もおおむね年度内に達成できる見込みであり、順調に成果が出ているものと評価できる。一方で、特許等権利

化上の問題から成果が詳細に示されていないものも見受けられた。単に開発している技術が有用だという点

を示すだけでなく、技術の合理性についても可能な限り示していく必要がある。また、現時点で目標を達成で

きていない部分については、確実に年度内に達成するよう期待する。 

「ＶＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発」に関しては、当初の目標以上の成果が得られ、

微生物の安全性評価に向けての指標を定める上での有益な情報を集積していると評価できる。 

 共通指標となるような論文等の発表が必ずしも多いとは言えない個別要素技術開発があったが、事業化や

技術の普及を目指す本プロジェクトの性質を考えると問題になるものではない。 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

  「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」に関しては、基礎的な試験や現場への適用性について十

分な成果が得られ、実用化や事業化に向けての課題や実施すべきシナリオが明確になっている。実用化や事

業化についての課題が残っている個別要素技術開発においては解決方策等について、明確な道筋を立てて

取り組んでいくことが望まれる。その際には現場の制約条件や環境条件などを考慮に入れた実証試験を実施

して、実用化や事業化に向けた工学的な知見をさらに収集することが重要である。さらに、実用化のための浄

化技術のコスト試算については、サイトの特性を踏まえて、より詳細に幅を持たせて行うことが望まれる。 

 「ＶＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発」に関しては、バイオレメディエーションの実施に

向けての基礎的な情報を整備し、バイオレメディエーション利用指針適合審査に必要な指標が得られつつあ

る。 

 個別要素技術ごとに事業化への見通しは異なっているものの、既に中間評価段階で事業化に取り組んでい

る個別要素技術も存在するなど、全体を通じでおおむね良好な状態にある。いずれの個別要素技術もある程

度の市場ニーズが想定されるものであり、研究成果は波及効果が期待されるものである。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

 研究開発計画に問題はないものと考えられる。また、研究開発に必要な体制、資金、メンバーなど、十分な

研究開発環境が整備されており、実施者間の連携も満足すべき状況にある。  

 ベンチャー企業をはじめ、中小企業も参加しており、産学の連携を含めた多様な形態がとられていることを

高く評価する。 

 目標達成に必要な予算に過不足はなく、費用対効果も妥当な水準にある。当初の目標のみに拘泥すること

なく、情勢変化に応じて目標の解釈を柔軟に変更するなどの対応が十分に取られており、その時点ごとに最

善の選択肢を取っていると評価できる。 

 

６．総合評価 

 環境対策事業を営利事業として成立させて行くことは、環境対策としてもあるべき姿である。そのため、これ

を経済産業省の事業として実施していくことは極めて意義深い。現段階で各個別要素技術開発とも相応の成

果を得ており、最終目標に向けて事業を進めていき、計画に見合った成果を得ることが期待されている。 

 それぞれの個別要素技術開発は、いずれも設定された目標やその水準を満たしており、今後の実用化や事

業化に向けて十分な成果が得られている。例えば、「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」に関して

は、現状の対策費（掘削除去）との比較から目標を設定しており、開発技術の実用化を見据えた計画となって

いるところは評価できる。また、「バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発」に

関しては、バイオオーグメンテーション普及のためのブレイクスルーになりうる研究開発であり、より積極的に

事業を推進すべきであるものと考える。全体的に中間評価時点での開発目標はほぼ十分に達成されており、

最終的な技術開発のレベルは期待できるものである。 

 なお、現場の環境条件や制約条件などを加味した実証試験により、得られた結果を現場で検証するとととも

に、様々な条件の変化に応じた開発技術の高度化をはかることが必要である。また、今後の取り組みとして、

本事業をより意義のあるものにしていくためにも、各技術のニーズをより明確にするための市場調査等を必要

に応じて行い、技術の普及促進を行うことを期待する。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

・本研究開発をより推進して、研究開発した技術や指標を現場に適用して実用化することにより、わが国の環

境リスク管理に貢献できることを期待する。また、それぞれの個別要素技術については、それらを社会に普

及させて事業化を目指すことも、新たな環境ビジネスを創出するために重要な事業である。 

・テーマごとに興味深い技術の開発を手掛けており、将来、新たな土壌浄化技術の飛躍的な発展に資するも

のとなっているものと評価できる。その事業化のためには、実際の現場への適用性を、幾つかの特徴的な

現場を想定し、場合（シナリオ）ごとに評価することが重要であると考える。評価の手法は、技術の特性を考

慮したある種のシミュレーションによってであっても、現場実証実験によってであっても構わない。 

・技術の適用性をより明確化して事業化を実現するために、関連する市場と競合技術の調査についても、技

術開発と併せて行われることを期待する。 

・各実施者においては、研究実施体制・運営について、経営、技術、生産活動等のノウハウ等知識連携を共

有・向上させるための視点及び内部組織の運営ルールの明確化を求めたい。 

・情勢の変化を勘案しつつ設定した最終目標を適宜見直し、社会情勢に対応した技術開発を推進して欲しい。

設定する最終目標について、どのような条件のもとで達成されるのか、目標達成条件をより明確にすること

が望まれる。また、開発された手法が科学的に妥当なものであるかどうかを示すため、浄化が可能であると

いう事実や社内にとどまるノウハウだけでなく、なぜそのような手法で浄化が可能なのかが説明できるよう

に開発の成果を残していただきたい。 

・いくつかの個別要素技術開発については建設機械を用いた土木的な工法を用いており、操業中の工場にお

いて適用する場合には制約が生じることが想定される。今後はボーリング類似技術の活用等、土壌の掘削

が最小限となる工法についても併せて検討されることを望む。 
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評点結果 

評点法による評点結果 

（土壌汚染対策のための技術開発プロジェクト） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.83  2  3  3  3  3  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.00  2  1  3  2  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.00  2  2  2  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00  2  2  2  2  2  2  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.33  3  2  2  2  2  3  

 ６．総合評価 2.17  2  2  2  2  2  3  
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第１章 評価の実施方法 
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度

の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体

制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの

である。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会

委員名簿にある６名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省生物化

学産業課および産業技術環境局環境指導室が担当した。 

 

３．評価対象 

 

 土壌汚染対策のための技術開発プロジェクト（実施期間：平成２３年度から

平成２６年度）を評価対象として、研究開発実施者（新日鉄住金エンジニアリ

ング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ、土壌修復ラジアルウェル技術研

究組合、（株）島津製作所、長岡技術科学大学、東京大学、岐阜大学）から提出

されたプロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要

素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報

告書(案)を審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成

２１年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項

目・評価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価

項目・評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等） 



3 
 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設

定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水

準（基準値）が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ

イプの作製等があったか。 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及

び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。 
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・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっているか、いたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実

施しているか、いたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 プロジェクトの概要 

  



 

 
 

 



 

5 
 

第２章 プロジェクトの概要 

 
１．事業の目的・政策的位置付け 
１－１ 事業目的 
 平成 22 年 4 月から施行された改正土壌汚染対策法により、従来主流であった汚染土壌を

掘削して処理する掘削除去法では、搬出から処理完了までがトレースされる等管理が大幅

に強化されたため、とりわけ中小企業に対してコスト増となることが想定される。また、

従来の工場廃止時に実施される対策だけではなく、廃業時のリスク低減、事業転換や事業

拡大を図るために、操業中から土壌汚染リスクを把握し、早期に対策を実施することが、

土壌汚染リスクを管理する企業の自主的な取組として望まれている。これまでに実施され

てきた土壌汚染対策は汚染の程度にかかわらず掘削除去が選択される傾向があり、掘削除

去に比して対策費用が安価な盛土、封じ込め、原位置浄化等は少ない。重金属は土壌に吸

着しやすく原位置浄化が難しい等の理由から、重金属等の土壌汚染の対策としては掘削除

去が多くを占めているが、掘削除去は費用が高額であり、汚染土壌の搬出時の汚染拡散の

懸念、膨大な汚染土壌を処理する処分場の容量などの問題がある。また、汚染箇所の多い

VOC（揮発性有機化合物）の原位置浄化の有力な方法の一つとして、バイオレメディエー

ションの実用化が期待されており、一部のバイオオーグメンテーションの事業については

微生物によるバイオレメディエーション利用指針（平成 17 年 7 月 30 日経済産業省・環境

省告示）（以下、「指針」という）への適合確認も得られる状況となっている。しかしなが

ら、指針に定められた生態系への影響評価の範囲が広く、影響評価を実施すべき対象生物

種が多数あり、そのコストの高さから新規参入の阻害要因にもなっており、指針の適切な

解釈に基づき、かつ、経済観点から見ても過度の負担のない標準的な評価の基準づくりが

求められている。このように重金属や VOC 等に関する効果的な土壌汚染対策を推進するた

めには、搬出される汚染土壌量が抑制されるような原位置浄化技術の開発が急務であり、

操業中に実施可能な土壌汚染対策技術の開発が必要である。 

上記の点を鑑み、本技術開発は工場・事業場の操業中からの自主的な土壌汚染対策を促

進するため、原位置で行う回収・浄化機能等を有する低コストの土壌汚染対策技術（共通

基盤的評価技術を含む）として、重金属等の原位置処理土壌汚染対策及び VOC の微生物等

を利用した環境汚染物質の浄化技術を開発することを目的としている。また、バイオレメ

ディエーションで利用する微生物の安全性を評価する手法や環境中に存在する微生物群を

包括的にモニタリングするための手法を開発し、それらの成果をバイオレメディエーショ

ン利用指針に反映し、微生物を利用したバイオレメディエーションの普及促進を図ること

を目指す。 
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１－２ 政策的位置付け 
 本研究開発は重金属、VOC 等の化学物質によるリスクの削減に資するプロセス、手法の

開発、更にはバイオレメディエーションの普及に資する安全性評価システムの構築に関す

る技術開発であり、技術戦略マップ上の位置づけとしては、化学物質総合評価管理分野の

技術マップ（リスク削減）中の「化学物質総合評価管理分野の導入シナリオ」において「環

境汚染の修復・無害化処理のための基盤技術の確立」等、生物機能活用技術分野の「生物

機能を活用した環境維持・修復技術」として位置づけられている。上位政策との関連から

見た位置づけとしては、本研究開発は土壌汚染対策法の一部を改正する法律に対する附帯

決議（平成 21 年 4 月 16 日参議院環境委員会）において土壌汚染対策の現状にかんがみ、

未然防止措置について早急に検討を進めるとともに、工場等の操業中の段階から計画的に

土壌汚染対策に取り組むための措置を検討すること、中小企業などが抱えている課題につ

いて配慮するよう努めるものとする決議を踏まえて実施する。また、本研究開発は第 4 期

科学技術基本計画（平成 23 年 8 月閣議決定）における「グリーンイノベーションの推進」

で、「社会インフラのグリーン化」において「自然環境や生物多様性の保全の実現等に向け

た取組」に位置づけられる。さらに、本研究開発はライフサイエンスサミット（平成 20 年

4 月）におけるライフサイエンス分野での「最先端技術の社会への導入が円滑に行える環境

整備」において、「国民の安全・安心を確保した上で」、「バイオテクノロジーに対する国民

の理解の向上及び技術の恩恵の実感を伴った社会受容の促進を図る。」との提言を踏まえて

実施する。 
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出典：技術戦略マップ 2010 

図 1．化学物質総合評価管理分野の導入シナリオ
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出典：技術戦略マップ 2010 

図 2．生物機能活用技術分野の技術マップ 
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１－３ 国の関与の必要性 
本技術開発は、汚染原因者が実施する土壌汚染対策そのものを支援するものではなく、

事業廃止時のみならず、事業活動を行いながら合理的に原位置浄化等が可能となる土壌汚

染対策技術の構築を目指すものである。重金属等（第 2 種特定有害物質*）による汚染は、

化学的分解や地下水揚水があるものの、対象とする重金属等がシアンなど限定的であるこ

となどからこれまでの実績も極めて少なく、掘削除去を選択せざるを得ない場合が多い。

したがって、本技術開発により重金属等の新たな原位置浄化等対策技術を構築することは、

掘削除去を回避し合理的な対策を促進することにつながり、施策としての意義は極めて大

きい。特に、平成 22 年 4 月に施行された改正土壌汚染対策法において、掘削除去に対する

規制が強化されたこともあり、掘削除去によらない汚染浄化手法として原位置浄化手法の

ニーズは高まりつつあるが、民間企業のみによる技術開発が十分に進められてこなかった。

したがって民間企業が主体となって実施する技術開発に対して国が必要となる設備費、人

件費等の補助を行うことにより、原位置浄化技術の確立を促し、実用化を加速させる必要

がある。 

バイオレメディエーションにおいては、微生物を利用することによって生じる病原性の

有無等の安全性や環境影響性に関する評価手法、浄化状況のモニタリングなど微生物を土

壌汚染対策に利用する際の共通基盤となる技術が確立されておらず、そのことがバイオレ

メディエーション普及のネックとなっていること、さらに、これらの技術を共通基盤とし

て開発することは個別企業では困難であることから、国が主導して実施していくことが必

要である。 

 
*土壌汚染対策法施行規則第 5 条第 1 項第 2 号に基づく特定有害物質：カドミウム及びその

化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、

鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物

の 9 種類。 
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２．研究開発目標 
２－１ 全体の目標設定 
本事業の実施にあたっては、プロジェクトを着実に推進するために表 1 に示すような研

究開発全体について、中間評価時点での目標と事後評価時点での目標を設定するとともに、

４つの個別要素技術開発事業についても２－２に示すように研究開発目標を設定し、到達

すべき点を明確にして研究開発を推進している。 
 

表 1．全体の目標 

目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

土壌汚染の 7 割以上を占め

る重金属等を対象として、

事業活動を継続しながら、

汚染土壌の掘削除去を伴わ

ない、原位置で浄化可能か

つ安価な土壌浄化技術を確

立する。 

掘削除去による対策費用

の１／２のコストで浄化

が可能な手法について、ラ

ボレベルでの要素技術を

確立させる。 

重金属等を対象とした汚染土壌

の原位置浄化技術は、日本の土

質に対応した低コストに施工で

きる技術が実用化されていなか

ったため、ラボレベルでの要素

技術の確立が必要である。これ

らを達成することで、実汚染土

壌での実証を行い、最終目標で

ある原位置浄化技術を確立する

ことができる。 

バイオレメディエーション

の普及に資する効率的な導

入微生物の評価手法及び標

準的な生態系影響評価手法

を確立する。 

バイレメ利用指針に関わ

る導入微生物の効率的な

評価手法及び合理的な生

態系影響評価手法を確立

するのに必要となる指標

遺伝子の特定、網羅的な微

生物叢の解析手法の確立、

指標微生物の特定及びそ

の定量的モニタリング手

法の確立等を実施する。 

バイオレメディエーションの普

及を促進するためには導入微生

物の安全性や導入微生物の生態

系影響に関する科学的知見を提

供するための評価手法を確立す

ることが必要である。本目標を

達成することで事業者がバイオ

レメディエーションを利用しや

すい環境を整備する。 
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２－２ 個別要素技術の目標設定 
表 2．個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 

（事後評価時点） 

目標・指標 

（中間評価時点） 

設定理由・根拠等 

シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開発 

 ①全シアン含有量

分析方法に関する

開発 

（中間時点で技術確

立） 

いかなる土壌におい

ても全シアンを 90%

以上回収可能な分析

技術を開発する。 

土壌の全シアン含有

量は微生物による分

解傾向を測る上で重

要な指標であるが、

JIS で規定された分

析方法である底質調

査法は、シアン化合

物の形態によっては

正確な全シアン含有

量を表していないこ

とがある。シアンの

浄化方法を確立する

上で、シアンの浄化

経過や程度を正確に

把握するための分析

方法の確立は不可欠

である。 

 ②シアン分解微生

物に関する研究 

実証試験で微生物に

よるシアン分解の確

認 

スティミュレーショ

ンの研究については

原地盤の菌によるシ

アン分解を確認す

る。 

 

 

オーグメンテーショ

ンの研究については

シアン分解菌の特定

および培養を行う。 

排水処理分野でシア

ン化合物の生物処理

が利用されており、

土壌の原位置浄化工

法としてバイオレメ

ディエーションが期

待できる。 

元来嫌気性である土

壌中を好気性とする

浄化方法は好気性維

持の付帯設備により

コストアップとなる

ため、自主的な対策

実施を促進するため
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には、嫌気条件でバ

イオレメディエーシ

ョンを進める必要が

ある。 

 ③土質・地層に応

じた工法の研究 

実証試験で混練施工

による栄養剤混練と

シアン分解の確認 

混練の仕様の決定

と、混練性能の評価

方法の決定を行う。 

シルト・粘土質に対

して注入工法では栄

養剤等が十分に浸透

しないため、バイオ

浄化が進まない箇所

が生じる可能性があ

る。混練施工機で栄

養剤等を混合する方

法は、栄養剤等を土

壌に直接的に混合す

るため、透水性等の

土質性状が悪い条件

でもバイオ浄化が可

能となり、様々な土

質に適用範囲が拡大

する。 

ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発 

 ①基盤技術支援

（全体目標） 

従来の掘削除去方式

の約半分のコスト

で、水溶性かつ移動

性の有害重金属等を

３年以内に原位置で

回収・浄化する。ま

た、狭隘な場所にも

適用可能とする。 

各要素技術の改良・

改善により、狭隘な

場所にも適用できる

ようにするほか、従

来方式の 2/3 以下の

中間コスト目標を達

成する。 

現実的な実用化を目

指すと経済性が最優

先されることと、対

象となるサイトが狭

隘な場所が多いと判

断されるため。 
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 ②配水循環システ

ムに関する研究開

発 

狭隘な場所に適用可

能となる直径２m 程

度までの立抗を施工

可能とし、サイト全

体をくまなく浄化す

る集配水システムを

構築する。 

 

立抗の小口径化と施

工法の選定フローを

立案する。 

また、土壌内へ均一

に配水可能な集配水

手法を確立する。（配

水循環システム） 

さらに、水平集配水

管の基本スペックを

確立する。 

操業中の工場・事業

場内の狭隘な敷地に

おいても土壌修復を

可能とするため。 

通水量のバラツキに

よる浄化のバラツキ

を避けることと、経

済性を考慮した設

計・施工を行うため。 

 ③重金属の土壌か

らの脱着法の研究

開発 

 

全ての重金属類に対

する効果的な脱着手

法と抽出剤を見出

す。 

重金属の脱着挙動の

把握と効果的な洗浄

方法を確立する 

また、汚染物質毎の

効果的な抽出剤を選

定する。 

各重金属の洗浄方法

の確立と抽出剤の選

定のため。また、効

果的な洗浄方法を提

案し、洗浄に使用す

る水量の低減を図る

ため。 

 ④土壌から脱着し

た重金属等の吸着

処理の研究開発 

 

短期間でサイトから

の重金属の回収・浄

化を可能にする、効

率的な水処理システ

ムを開発する。 

高性能吸着剤を開発

するほか、凝集沈殿

型水処理技術を改良

する。 

また、水処理システ

ムを開発する。 

効率的な脱着手法の

みならず、その後の

吸着処理・沈殿処理

技術の確立が、処理

期間の短縮とコスト

低減に繋がるため。 

 ⑤原位置モニタリ

ング技術に関する

研究開発 

修復中の洗浄状況を

リアルタイムで把

握・確認できる３次

元モニタリングシス

テムを構築する。 

簡易で安価なモニタ

リング井戸を開発す

る。（従来井戸の 1/3

以下のコスト） 

 

従来技術にはない、

精密でリアルタイム

な原位置モニタリン

グ技術を安価に提供

するため。 

 ⑥遮水壁に関する

研究開発 

 

狭隘な場所にも適用

可能で閉鎖系を実現

する遮水壁とその工

法を開発する。 

洗浄中のみならず洗

浄終了後に存置して

も、環境に負荷を与

えない遮水壁を選定

する。 

サイトへの洗浄中と

修復後の重金属の流

出入を防止すること

が必要であるため。 

低コスト原位置電気修復技術の研究開発 

 ①電気修復法における汚染物質の浄化効率の向上と最適条件の確立 

 模擬汚染土壌を対 平成 24 年度で事業終 模擬汚染土壌を対象 土壌 pH、電解液 EC
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象とした電力量を

最小化する土壌

pH、電解液 ECの最

適化 

了 として、電力量を最

小化する土壌 pH、電

解液 ECの最適化を行

う。 

は電気修復法の基幹

的要素で、この最適

化は重要である。 

六価クロムおよび鉛

は重金属汚染の代表

物質として採用し

た。浄化実験は、ま

ず人工的な模擬汚染

土壌で行い、その結

果を踏まえた上で、

実汚染土壌で行う。 

 実汚染土壌を対象

とした電力量を最

小化する土壌 pH、

電解液 EC の最適

化 

平成 24 年度で事業終

了 

実汚染土壌を対象と

した電力量を最小化

する土壌 pH、電解液

EC の最適化を行う。 

 汚染土壌の物理化

学的特性解析と浄

化効率への影響評

価 

平成 24 年度で事業終

了 

汚染土壌の物理化学

的特性解析と浄化効

率への影響評価を行

う。 

土壌 pH、電解液 EC

の最適化条件を決定

していく上での基礎

研究として天然粘土

物質のカオリンを使

用した実験検討は有

効である。 

 電気修復法におけ

る浄化メカニズム

と浄化効率向上に

関する研究 

平成 24 年度で事業終

了 

電気修復法における

浄化メカニズムと浄

化効率向上に関する

研究を行う。 

土壌 pH、電解液 EC

の最適化条件を決定

していく上での基礎

研究として粒径・単

一組成のカオリンを

使用した実験検討は

有効である。 

 印加電圧パルス化

による浄化効率向

上に関する研究 

平成 24 年度で事業終

了 

印加電圧パルス化に

よる浄化効率の向上

のための検討を行

う。 

土壌 pH、電解液 EC

の最適化に追加でき

る、他の有効な浄化

効率向上手段とし

て、印加電圧のパル

ス化を提案する。 

 電解水添加による

浄化効率の向上に

関する研究 

平成 24 年度で事業終

了 

電解水添加による浄

化効率向上のための

検討を行う。 

土壌 pH、電解液 EC

の最適化に追加でき

る、他の有効な浄化

効率向上手段とし

て、酸性電解水の利
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用を提案する。 

 原位置浄化試験に

よる実証試験の浄

化条件決定 

平成 24 年度で事業終

了 

原位置浄化試験によ

る実証試験の浄化条

件決定を行う。 

これまでのラボ浄化

試験を、実際の汚染

サイトに適用して、

最適化条件を決定

し、次段階の原位置

実証試験に適用を図

る。 

電気修復法に使用す

る電極・井戸の最適

化に関する評価検討 

平成 24 年度で事業終

了 

電極形状（表面積な

ど）をパラメータと

して、浄化効率一定

の条件下で有効使用

電極の総重量を従来

の 2/3に低減する。 

浄化設備の設置コス

トのひとつである、

電極材料コストを低

減する上で重要であ

る。 

汚染現場における汚

染分布領域の特定技

術の確立 

平成 24 年度で事業終

了 

汚染現場における浄

化対象領域の探索と

特定、ならびに浄化

過程における浄化進

捗状況の把握のため

に、オンサイト簡易

分析手法と迅速マッ

ピング技術を開発す

る。 

汚染領域を現場で簡

便に特定すること

は、電気修復法にと

って浄化規模を適正

にする上で重要であ

る。 

低コスト電力（自然

エネルギー等）の活

用の検討 

平成 24 年度で事業終

了 

自然エネルギーによ

る電力の利活用を検

討する。利用する電

力の目標コストは、

複数の使用電力料金

の平均値として、

1kWhあたり10円をめ

ざす。 

電力コスト低減の目

的で、より低コスト

の電力活用は重要で

ある。 

実証試験の実施と目

標浄化コストの検証 

平成 24 年度で事業終

了 

研究成果をもとに浄

化コストを算出し、

実際の汚染サイトで

の実証試験によって

模擬汚染土壌で得ら

れた知見と実際の汚

染サイトから採取さ

れた実汚染土壌での
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検証する。 

対象土壌 1m3 あたり

1,500kWh の電力を使

用して、対象重金属

について土対法にお

ける含有量基準値の

3倍濃度の汚染土壌、

また溶出量基準値の

10 倍程度の汚染土壌

について、それぞれ

を基準値以下に浄化

する。処理コストは

掘削除去による平均

的 な 処 理 コ ス ト

（50,000 円／m3）の

半額程度（約 25,000

円／m3）とする。 

評価を基に、現場で

の実証試験により確

認、検証することは

重要である。 
また、実証試験での

現実的な環境等によ

る影響を確認するこ

との重要性は技術検

討委員会において指

摘されている。 

次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発 

 ①バイオレメディエーションのための標準微生物の確立 

 ①-1．微生物の安全性評価のための情報基盤の開発 

有害菌のドラ

フトゲノム解

析と指標遺伝

子の特定 

バイレメに関連する

（環境有害菌）属種の

細菌 50 株以上につい

て、判別指標となる遺

伝子を特定する。 

バイレメに関連する

（環境有害菌）属種の

細菌 30 株以上につい

て、判別指標となる遺

伝子を特定する。 

バイレメに関連する環

境有害菌となり得る属

種でゲノム情報が不

足しているのが 50 株

程度であり、これらに

ついて優先的に指標

遺伝子を整備する。予

算規模から年 10 株程

度の解析が可能であ

る。 

指標遺伝子を

利用した有害

性判定手法の

開発 

バイレメに関連する

（環境有害菌）属種の

細菌 50 株以上につい

て、指標遺伝子を用い

た判別手法を開発す

る。 

バイレメに関連する

（環境有害菌）属種の

細菌 30 株以上につい

て、指標遺伝子を用い

た判別手法を開発す

る。 

  有害菌データ

ベースの作製 

既知有害菌に関する

情報を収集・整備し、

微生物の安全評価を

一元的に実施できる

体制を整備する。 

既知のヒト病原菌及

び動物病原菌に関す

る情報を収集する。 

散在している既知有

害菌に関する情報を

集約し、事業者の利

用環境を整備する。 
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  ①-2.標準微生物の確立（バイオオーグメンテーション実施環境の整備） 

   好気性塩素化

エチレン類分

解菌（群）の収

集、培養、同定、

保存 

分解菌を選抜して分

離・同定し、選抜した

分解菌を保管する技

術を検討する。 

分解菌を選抜して分

離・同定し、選抜した

分解菌バイレメ指針

適合審査の検討を行

う。 

バイレメ指針適合の確

認を受けるべき分解菌

を開発するため、VOC

分解菌の収集・純化と

選抜を行う。 

   嫌気性塩素化

エチレン類分

解菌（群）の収

集、培養、同定、

保存 

分解菌を選抜して分

離・同定し、選抜した

分解菌を保管する技

術を検討する。 

分解菌を選抜して分

離・同定し、選抜した

分解菌バイレメ指針

適合審査の検討を行

う。 

  バイレメ指針

適合株の開発

（分解菌の指

針適合確認） 

３株以上について、バ

イレメ指針適合の確認

を受け、頒布体制の確

立を行う。 

３株以上について、バ

イレメ指針適合に必要

な情報を収集し、指針

適合確認の審査を受

ける。 

指針適合に必要な情

報を整備し、指針適合

の審査を受ける。 

 ②多種微生物群の包括的解析技術の開発 

  2-a) 実験室レ

ベルでのバイ

レメ実験 

好気性分解菌を利用

したバイレメの有効

性と生態系への影響

を評価する。 

実験室レベルでの好

気性分解菌を用いた

バイレメ試験系を確立

する。 

不飽和層の浄化や

DCE の分解に優れた

好気性分解菌を用い

るバイレメ処理に対

応するため。 

  2-b) 実汚染現

場に おけるバ

イレメ実験 

複数の実環境におい

てバイオスティミュ

レーション浄化を実

施し、生態系影響の

ための試料を提供す

る。 

実環境においてバイ

オスティミュレーション

浄化を実施し、生態系

影響評価のための試

料を提供する。 

バイオオーグメンテ

ーション処理におけ

る生態系影響評価の

対照となるバイオス

ティミュレーション

データの収集するた

め。 

  2-c) 次世代シ

ーケンサーに

よる網羅的な

微生物叢解析 

網羅的な微生物叢の

把握による解析手法

の確立。 

複数のバイオスティ

ミュレーションサイ

トにおける微生物叢

解析による生態系影

新型シーケンサー用

いた網羅的な微生物

叢解析技術を確立し、

バイオスティミュレーシ

ョンサイトにおける微

生物叢解析による生

態系影響評価を実施

バイオオーグメンテ

ーション処理におけ

る生態系影響評価の

対照となるデータの

収集。 
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響評価の実施。 する。 

  2-d) 超並列塩

基配列解析に

よる指標微生

物の特定 

指標微生物（病原菌

等）の特定による生態

系影響評価手法の確

立を行う。 

指標微生物（病原菌

等）の特定による生態

系影響評価手法の確

立を行う。 

バイレメ利用指針に関

わる合理的な生態系

影響評価手法の開発

のため。 

  2-e) 環境メタ

トランスクリ

プトーム解析 

RNA を指標とした網羅

的な菌叢解析手法の

開発と生態系影響評

価への活用を行う。 

RNA を指標とした網羅

的な菌叢解析手法の

開発と生態系影響評

価への活用を行う。 

活発な微生物を指標

する生態系影響評価

手法を検討するため。 

  2-f) 指標微生

物群の定量的

モニタリング

手法の開発 

指標微生物候補に対

する定量的モニタリン

グ技術を確立する。 

指標微生物候補に対

する定量的モニタリン

グ技術を確立する。 

指標微生物の定量に

よる簡便な生態系影

響評価手法を開発す

るため。 

  2-g) 生態系影

響評価標準的

プロトコール

の作成 

標準的なプロトコール

を作成する。 

H25 年度から実施 バイレメ指針に準じた

標準的な生態系影響

評価手法を提供する

ため。 

  2-h) プロトコ

ール実施のた

めの核酸標準

物質の整備 

プロトコールを実施す

るための核酸標準物

質の頒布体制を整備

する。 

H26 年度に実施 生態系影響評価手法

を実施するための環

境を整備するため。 

 ③生態系への総合的影響評価手法の開発（実証実験）（H25～26 年度） 

  導入菌株のモ

ニタリング  

指針適合株のバイオ

オーグメンテーション

における動態と効果を

評価する。 

H25 年度から実施 開発した指針適合株

の有効性を調べるた

め。 

  生態系影響評

価手法の確立  

開発した生態系影響

評価手法を確立し、バ

イオオーグメンテーシ

ョンにおける生態系へ

の影響を評価する。 

H25 年度から実施 バイオオーグメンテー

ションに特異的な菌叢

変化を把握し、生態系

への影響を評価する

ため。 

  標準株の維持

管理  

 

バイレメ指針適合株の

頒布体制を整える。 

H26 年度に実施 バイレメ株を頒布し、

バイレメ浄化を実施す

るための環境を整備

するため。 
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３．成果、目標の達成度  
３－１ 成果  
３－１－１ 全体の成果  
 本研究開発事業は全体として、中間評価時点まで進捗状況は順調であり、平

成 24 年度末までに研究開発の中間目標は予定通り達成可能と判断される。こ

れまでに発表論文数 8 報、特許等件数 8 件、新聞記事・学会発表等件数 43 件

などの成果がでている。個別要素技術開発のそれぞれの成果については「３－

１－２ 個別要素技術の成果」で詳しく述べるが、原位置での土壌汚染浄化技

術として「低コスト原位置電気修復技術」、「ラジアルウェルを活用したパッシ

ブな新規土壌修復技術」、「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメデ

ィエーション」等の重金属を対象とした汚染浄化技術の室内での技術開発はほ

ぼ終了しており、平成 25 年度以降において現場での実証試験を推進すること

を予定している。  
 また、「バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究

開発」においてはバイオオーグメンテーション実施に必要な「微生物によるバイオレメデ

ィエーション利用指針」（バイレメ指針）への適合にかかわる事業者の負担を軽減するた

め、バイレメ指針への対応に係わる一連の基盤技術・情報の整備を行った。個別要素

技術の研究開発事業は順調に成果を出しており、開発した技術の実用化を目指して

平成 25 年度以降は実証研究を推進する予定である。 
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３－１－２ 個別要素技術の成果  

（１）「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーショ

ンの研究開発」新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、

（株）不動テトラ  
①全シアン含有量分析方法に関する開発  
（ａ）目的  

シアン化合物を取り扱う工場は、メッキ工場、選鉱精錬所、石炭ガス精製工

場等が知られている。また、これら工場の汚染土壌中には、銅や鉄などの金属

イオンと錯形成している金属シアノ錯体が多く含まれている。それら金属シア

ノ錯体は、微生物によって分解されることや土壌環境の変化（pH、ORP）によ

って、毒性が強い遊離シアンを生成する可能性がある。そのため、シアン化合

物による土壌汚染の状況やその処理効果を調べるには、土壌中の全シアン含有

量を把握することが重要である。  
一般的な土壌中の全シアン含有量の分析方法として、底質調査法が定められ

ている。この方法は、土壌の一定量を直接蒸留フラスコに入れ、アミド硫酸ア

ンモニウム、リン酸、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム（EDTA）を添加

し、JISK0102 に準拠した全シアンの蒸留を行う方法である。しかし、我々が

石炭ガス工場跡地の土壌とメッキ工場の土壌にシアン化合物を添加した後、全

シアン含有量を分析操作で確認したところ、全シアン回収率は 30%にも満たな

いことが判明した。なお、ここで添加したシアン化合物は、土壌中でのシアン

化合物の存在形態である金属シアノ錯体の一つ、ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリ

ウム（以下、フェロシアン）を使用した。  

シアン化合物による土壌汚染の状況やその処理効果を調べるためには、底質

調査法の含有量分析で検出されない“土壌中の全シアン含有量”を正確に把握

することが重要であり、シアンの浄化経過や効果を把握する分析技術を確立す

ることが本開発の目的であった。  
 
（ｂ）成果  
成果の概要  

底質調査法より優れた分析方法の開発を検討するにあたり、①シアン排水処

理と②排水分析の既存技術に着目した。これら既存技術では、銅とシアンが錯

塩を形成する性質を利用してシアン排水処理または排水分析を行っている。こ

れら銅塩の性質から、底質調査法の加熱蒸留のプロセスをベースとした塩化第

二銅及び塩化第一スズによる蒸留法を開発し、NSOF 法と命名した。  

石炭ガス工場跡地の土壌に添加したフェロシアンを底質調査法により回収し

た割合は 30%前後であったが、NSOF 法では 90％以上回収することができた。
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また、同じ条件の試料に対して NSOF 法を複数回行った結果、再現性が高いこ

とも確認できた。これらにより、土壌中に含まれる全シアン含有量は NSOF 法

により精度よくモニタリングできることとなった。  

さらに、NSOF 法を短時間で複数回行えるプロセスとして、土壌連続分析方

法も開発した。これまで人手による分析は、1 検体に 3 時間程度かかっていた

が、この連続分析方法により 1 時間に 20 検体以上の土壌試料を連続的に分析

でき、分析の短時間化・効率化を実現した。  

 
成果の詳細（NSOF 法）  
i) 模擬土壌を用いた検討  

i)-1 4 種類の蒸留分離添加試薬による回収率の比較  

フェロシアンを添加した模擬標準試料を用いて、図  1 の蒸留法で全シアンの

回収率を検討した。本検討では、模擬試料から全シアンを 90％以上回収できる

分析方法を確立することを目的とした。蒸留方法は、NSOF 法、SM 法および

ISO 法で規定されている添加試薬を用いて検討した。各分析方法で用いられる

添加試薬の一覧を表  1 に示した。また、模擬砂質土および模擬粘性土にフェロ

シアン溶液（CN-:18 mg/L）1 mL を添加した試料からの全シアン回収率の結果

を表  2 に示した。表  2 によると、NSOF 法では、模擬砂質土中のフェロシア

ンから 95％以上の全シアンを回収することができた。一方、SM 法および ISO

法の添加試薬では、回収率 50％以下であった。これは、表  1 に示すように SM

法および ISO 法は酸および添加試薬のみの準拠であり、その種類および酸濃度

が異なることから、従来の排水中の全シアンの分離に用いられている酸および

添加試薬は、土壌中の全シアンの分離に必ずしも有効でないことを示している。

土質の違いの観点では、模擬粘性土の回収率は、模擬砂質土と同様であり、3

種類の添加試薬とも模擬粘性土および模擬砂質土の土質の違いに関わらず、回

収率は同様の傾向を示した。試料量の違いの観点では、試料採取量 5 g および

10 g の条件に依らず、回収率は同様の傾向を示した。  

以上の結果から、NSOF 法は、土壌中の全シアンの回収に有効な方法である

ことが明らかになった。  
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図  1 NSOF 法の概要図  
  

蒸留速度

2 - 3 mL min-1

吸収液

NaOH(20 g L-1) 20 mL

150 mLまで蒸留

試料量 5 - 10 g

水 250 mL

フェノールフタレイン

(pH 7.0にリン酸で調整) 

沸騰石 10片

リン酸 10 - 20 mL

CuCl2・2H2O(89 g L-1)    10 mL

SnCl2・2H2O(500 g L-1)    5 mL



23 
 

表  1 シアン分析で用いられる試薬一覧  

分析方法  

酸  試薬①  試薬②  

  
濃度        

(M) 

添加

量  

(mL) 

  
濃度        

(M) 

添加

量  

(mL) 

  
濃度        

(M) 

添加

量  

(mL) 

JISK0102 リン酸  14.7 10 
アミド硫酸  

ナトリウム  
0.88 1 EDTA 0.27 10 

底質  

調査法  
リン酸  14.7 10 

アミド硫酸  

ナトリウム  
0.88 1 EDTA 0.27 20 

環境告示

19 号  
硫酸  0.5 10 酢酸亜鉛  0.46 20 

   

SM 法  硫酸  9 25 

塩化     

マグネシウ

ム  

1.2 10 
   

ISO 法  塩酸  1.0  20 硫酸銅（Ⅱ） 1.1 20 
塩化

スズ  
2.2 5 

NSOF 法  リン酸  14.7 10 塩化銅（Ⅱ） 0.5 10 
塩化

スズ  
2.2 5 

 
 

表  2 各蒸留法における模擬土壌のフェロシアン添加回収率  

分 析 方 法  

添 加 回 収 率 （%）  

模 擬 砂 質 土  模 擬 粘 性 土  

5 g 10 g 5 g 10 g 

NSOF 法  99 96 98 95 

SM 法  33 26 31 22 

ISO 法  45 46 39 34 

SM 法及び ISO 法は、試薬のみの準拠  

添加フェロシアン量は、シアン換算量で 18 mg 

 

 

i)-2 金属シアノ錯体からの全シアン回収  

 NSOF 法を用いると、土壌中のフェロシアンから 95％以上の全シアンを回収

できた。そこで、その他の金属シアノ錯体からの全シアン回収率について検討

した。対象とする金属シアノ錯体は、フェロシアン（K4[Fe(CN)6]）、フェリシ

アン（K3[Fe(CN)6]）、シアン化銅（Ⅰ）（CuCN）、プルシアンブルー

（Fe4[Fe(CN)6]3）および遊離シアンとしてシアン化カリウム（KCN）である。

各種シアノ錯体の模擬標準試料は、模擬粘性土 10 g にこれらの金属シアノ錯体

およびシアン化カリウムをシアン量として 18 mg 添加して調製した上で、全シ

アン含有量の回収試験を行った。また、フェロシアン、フェリシアンおよびシ

アン化カリウムのみ、シアン量 0.18 mg についても添加回収試験を行った。結

果を表  3 に示す。  
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 NSOF 法を用いると、土壌中のフェロシアン、フェリシアン、シアン化銅お

よびプルシアンブルーの金属シアノ錯体から 90％以上の全シアンを回収する

ことができた。また、土壌中の遊離シアンの添加回収率は 90％以上であり、良

好な結果が得られた。更に、添加シアン量 0.18 mg の条件においても、NSOF

法での全シアンの回収率は 90％以上であり、低濃度シアン化合物の分離も可能

であると考えられる。  

 NSOF 法でプルシアンブルーのような安定な鉄 -鉄シアノ錯体からも全シア

ンが高効率で回収されるのは、銅（Ⅰ）イオンがリン酸酸性下で金属シアノ錯

体の分解を促進するとともに、分離したシアン化物イオンは、シアン化水素又

はシアン化銅（Ⅰ）となり、さらに、加熱蒸留することによりシアン化水素と

して分離するためと考えられる。  

 
表  3 NSOF 法による各金属シアノ錯体からの回収試験結果  

シアン添 加 量  

(mg）  

添 加 回 収 率 （%）  

KCN CuCN K4[Fe(CN)6] K3[Fe(CN)6] Fe4[Fe(CN)6]3 

0.18 99 - 100 100 - 

18 99 94 100 100 94 

 
 
ii) NSOF 法による汚染土壌の分析  

ii)-1 NSOF 法、底質調査法、環境告示 19 号による比較試験  

使用した汚染土壌は、下記の通りである。汚染土壌 A は、飽和層およびシル

ト質の油・ベンゼン・シアン複合汚染土壌である。汚染土壌 B は、飽和層およ

び砂質のシアン汚染土壌である。汚染土壌 C は、不飽和層および砂礫質のフェ

ロシアン汚染土壌である。汚染土壌 A、B および C 10 g にフェロシアン溶液

（CN-:18 mg/mL）1 mL を添加して試料を作成し、NSOF 法、底質調査法およ

び環境告示 19 号で用いられている酸と添加試薬によるシアン含有量回収試験

を行った結果を表  4 に示す。底質調査法は、土壌中の全シアンを測定する分析

方法であり、環境告示 19 号は、土壌中の遊離シアンの分離を目的とした方法

である。環境告示 19 号の分析法では、汚染土壌中から全シアンをほとんど回

収することができず、底質調査法においても、全シアンの回収率は 26～38％で

あった。一方、NSOF 法では、土壌 B と土壌 C の全シアンの回収率は 90％以

上であるが、土壌 A の試料を 10 g とした場合の 54％と低い回収率を示した。

低い回収率であった原因として、土壌 A に含まれている油分などが全シアンの
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回収に影響を与えていることが考えられた。  
 そこで、添加回収率の改善を目的として、土壌 A の試料量を 10 g から 5 g

に変更し、また、NSOF 法でのリン酸添加量を 10 mL から 20 mL および 40 mL

に変更し、全シアンの添加回収試験を行った。これらの結果を表  4 に示す。土

壌 A の試料量を 5 g にすると、NSOF 法による全シアンの回収率は 90％まで改

善された。汚染土壌 B および C は、試料量に依らず 10 g および 5 g の条件に

おいても、全シアンの回収率は 90％以上であった。また、NSOF 法のリン酸添

加量を 20 mL および 40 mL と増やすと、土壌 A の試料量 5 g および 10 g の条

件において、全シアンの回収率は 90％以上まで改善することができた。試料量

を 5 g に減らすと全シアンの回収率は改善されたが、試料量を減らすことは試

料の均一性や定量下限の観点から好ましくないため、NSOF 法での試料量を 10 

g、リン酸添加量を 10 mL から 20 mL に変更することとした。  

 
 

表  4 実汚染土壌を用いた分析法比較試験結果  

試料名  試料量   (g) リン酸  (mL) 
添加回収率（ %）  

NSOF 法  底質調査法  環境告示 19 号  

A 

5 

10 90 －  －  

20 97 －  －  

40 100 －  －  

10 

10 54 38 0.4 

20 98 －  －  

40 99 －  －  

B 
5 10 97 －  －  

10 10 99 32 0.1 

C 
5 10 97 －  －  

10 10 98 26 0.1 

添加シアン量は 18 mg。  
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ii)-2 NSOF 法の測定精度  
 NSOF 法による測定精度試験では、模擬粘性土におけるフェロシアン標準試

料（CN-:18 mg）および 100 倍希釈液により調製したフェロシアン標準試料

（CN-:0.18 mg）を使用した。また、汚染土壌 A、B および C にフェロシアン

溶液（CN-:18 mg/mL-1）1 mL を添加し、相対標準偏差（RSD%）を算出した。

表  5 に測定結果を示す。表  5 より、NSOF 法による相対標準偏差は、すべて

の試験条件において 5％以内であった。また、各条件での全シアン回収率は 90％

以上であり、全シアン回収率および相対標準偏差ともに良好な結果であった。  

 
表  5 NSOF 法による分析精度確認試験  

試料名  
シアン添加量

（ mg）  

N 

（回数）  

添加回収率  

（ %）  

相対標準偏差  

RSD（ %）  

模擬粘性土  

0.18 5 94-101 2.6  

18 5 97-100 2.3  

A 18 5 93-98 1.5  

B 18 5 95-103 2.0  

C 18 5 92-102 3.5  

 
 
成果の詳細（土壌連続分析方法）  
i) 分析装置及び分析方法  

土壌連続分析方法の開発は、水質分析を対象に自動で連続的に分析する“連

続流れ分析法（以下、「CFA 法」という）”が JIS 化されたことに着目し、NSOF

法の自動化を検討した。  
CFA 法は化学分析を自動化するために開発された分析法で、1989 年に JIS 

K0126「フローインジェクション通則」が制定され、さらに 2009 年 2 月に CFA

法が通則に追加され、シアン化合物についても JIS 化されている。  

開発した土壌連続分析方法は、土壌よりシアン化合物を溶出させる工程とシ

アン化合物を蒸留・発色させる 2 つの工程から構成される。シアン化合物を溶

出させる工程では、0.05 mol/L の水酸化ナトリウムを使用し、超音波ホモジナ

イザーで 80 秒間処理することで土壌中のシアン化合物を 80％以上抽出するこ

とができた。なお、開発した土壌連続分析方法を用いることで、1 時間に 20 検

体程度のサンプルを分析可能であった。  

また、開発過程で、これらのプロセスで測定されるシアン濃度に、チオシア
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ンもカウントされることが判った。チオシアンはシアン化合物の一つであるが、

JIS で定義された全シアンに含まれないため、一連の自動分析の過程にチオシ

アンを同時測定するプロセスを加え、全シアン濃度を算出した。結果的に、開

発した土壌連続分析方法は、全シアンとともにチオシアンも同時測定できるプ

ロセスとなった。  
開発した土壌連続分析方法は、ビーエルテック社により土壌連続分析装置と

して製品化した。この装置は、土壌試料より検液を作成する工程と全シアン及

びチオシアン酸イオンを測定する工程で構成される。検出器は、分光光度検出

器 SCIC3 型（ビーエルテック社製）を用いた。連続流れ分析装置のシステムフ

ロー図を図  2 に示す。本装置は、1 時間で 20 検体を連続して自動的に測定す

ることができる．  

検液の作成工程では，土壌試料に水酸化ナトリウム溶液を加え、オートサン

プラ―にセットすることで、自動で連続的にシアン化合物を超音波抽出するこ

とが可能である。作成した検液は分岐して、全シアン及びチオシアン酸イオン

の分析に供した。  

全シアンの測定は、4-ピリジンカルボン酸－ピラゾロン吸光光度法で測定し

た。チオシアン酸イオンは、検液に硝酸溶液を添加し pH を 2 程度に調整後，

硝酸第二鉄溶液を加えることでチオシアン酸イオンを発色させる測定法（チオ

シアン酸第二鉄吸光光度法）で測定した。検液は前処理として、半透膜を通過

させて微粒子を除去した。  
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図  2 開発した流れ分析装置のフロー図  
 

 
ii) 抽出条件の検討  

汚染土壌 A を用いて、検液を作成するための抽出条件を検討した。検討項目

は、試料量（0.2 g 及び 1.0 g）、水酸化ナトリウム溶液（0.5 μmol/L~0.05 mol/L）

の pH（6~13）及び超音波処理時間（40~100 sec）の 3 項目である。試験結果

を表  6 に示した。試験では、全シアン含有量を 72 mg/kg に調整した試料を、

1 回の分析で 0.2 g または 1.0g 採取した。  
0.2g 採取の場合、pH 6~13 の水酸化ナトリウム溶液 10 mL を加え、80 秒間

超音波抽出を行った時の回収率は、pH 6~10 では 18~22％、pH 13 では 88％

であった。また、同じ試料を 1.0 g 採取し、pH 6~13 の水酸化ナトリウム溶液

50 mL を加え、 80 秒間超音波抽出を行った時の回収率は、 pH 6~10 では

61~64％、pH 13 では 99％であった。試料量 0.2 g 及び 1.0 g において、  水酸

化ナトリウム溶液の pH が 10 未満では回収率は 64％以下であったが、pH 13

では回収率が 88％以上であったため、抽出条件を pH 13 の 0.05 mol/L の水酸

化ナトリウム溶液とした。pH10 未満で回収率が低くなっているのは、土壌中

に存在する不溶性の金属シアノ錯体が十分に溶出しないためと推察される。ま

た、pH13 の条件で n=3 の併行試験を実施した結果、変動係数は 5％以内であ
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り、精度良く測定できることが確認された。  

pH 13 の 0.05 mol/L の水酸化ナトリウム溶液を用いて音波処理時間を検討

した結果、試料量 0.2 g 及び 1.0 g において、いずれの場合も処理時間が長くな

るにつれて、全シアンの回収率が高くなることが確認された。また、80 秒を超

えると回収率が 86~89％と一定になった。  

本試験における検液作成の最適な抽出条件は、pH 13 の 0.05 mol/L の水酸

化ナトリウム溶液を用いて 80 秒間の超音波抽出であった。また、本条件にお

いて、試料量 0.2 g 及び 1.0 g を用いた場合の全シアンの回収率はほぼ同じであ

った。  

 
 
表  6 抽出条件検討試験における土壌連続分析方法の全シアン測定結果  

試 料 量  

(g) 

全 シアン濃 度              

(mg/kg) 

回 収 率 （%）  

pH 超 音 波 時 間  (s) 

6 9 10 13 40 60 80 100 

0.2  
72 

18 19 22 88 65 83 88 86 

1.0  64 63 61 99 60 79 89 89 

各 pH における水酸化ナトリウム溶液の濃度は、pH 6(0.5 μM)、pH 9(0.05 
mM)、pH 10(0.5 mM)、  pH 13(0.05 M)である。  
超音波時間の検討では、pH13 の水酸化ナトリウム溶液を使用した。  
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iii) 各金属シアノ錯体における回収率の確認  
 土壌連続分析方法の蒸留分離における各金属シアノ錯体及びチオシアン酸イ

オンを含む標準液からの全シアンの回収率を検討した。金属シアノ錯体は、フ

ェロシアン、フェリシアン、紺青、テトラシアノニッケル、ジシアノ金及びテ

トラシアノ金のカリウム塩（CN-として 4 mg L-1）を用いた。この結果、土壌

連続分析方法では、フェリシアン、フェロシアン及びテトラシアノニッケルか

ら全シアンを 97～101％回収でき、また、難分解性の紺青や金シアノ錯体から

も全シアンを 89~102％回収できた。更に、チオシアン酸イオンに関しても

100％回収されており、これは、土壌連続分析方法は pH2 以下、蒸留温度が

145℃と高いことが起因していると考えられる。JISK0102 及び JISK0170 の公

定分析法における全シアンではチオシアン酸イオンが回収されないため、同時

定量及び換算することを検討した。  

 
iv) 模擬土壌中の全シアン及びチオシアン酸イオンの定量  

 模擬標準試料を用いて、NSOF 法との比較検討、全シアン及びチオシアン酸

イオンの同時定量を検討した。抽出条件は、試料量 0.2 g を 0.05 mol/L の水酸

化ナトリウム溶液 10 mL で 80 秒間超音波抽出し、試験結果を表  7 に示した。

また、シアン化物イオン及びチオシアン酸イオンの検量線を図  3 に示した。検

量線用の標準液は、シアン標準液（0、1、5 mg/L）及びチオシアン酸標準液（0、

2、10 mg/L）を用いた。また、土壌量に対して 50 倍量の水酸化ナトリウム溶

液で抽出を行うため、各標準液の 1 mg/L が 50 mg/kg に相当する。この結果、

シアン化物イオン及びチオシアン酸イオンの検量線の R2 値は 0.999 であり、

高い直線性が得られた。  

表  7 より、模擬標準試料を用いて NSOF 法と土壌連続分析方法を比較した

結果、調製濃度 50 mg/kg に対して、両方法とも 98％以上の回収率を示した。

よって、開発した土壌連続分析方法は NSOF 法と同等の全シアンが回収され、

短時間で自動的に多くの検体を測定可能であることが示唆された。土壌連続分

析方法が短時間で多くの検体を測定できる要因として、NSOF 法と比較して試

料量が少量であるため蒸留時間が短いこと及び空気による分節を実施すること

で連続的に分析できることが考えられる。土壌連続分析方法における定量下限

値は、全シアン濃度で 25 mg/kg、チオシアン濃度で 25 mg/kg である。  

 土壌連続分析方法における全シアンとチオシアン酸イオンの同時定量は、チ

オシアン酸イオンを添加した模擬標準試料を用いて行った。土壌連続分析方法

では、添加したチオシアン酸イオンを 90％以上回収できた。  
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表  7 模擬土壌を用いた NSOF 法及び土壌連続分析方法の比較検討結果  

試料名称  添加シアン種  

添加シアン濃度  

(mg/kg) 

(CN + SCN) 

シアン濃度 (mg/kg) 

NSOF 法  
土壌連続分析方法  

全シアン濃度  チオシアン濃度   

模擬砂質土  
フェロシアン  50 + 0 52 51 －  

フェリシアン  50 + 0 49 50 －  

模擬粘性土  

フェロシアン  50 + 0 51 53 －  

フェロシアン  

＋  

チオシアン  

50 + 110 56 51 100 

10 + 220 11 11 230 

4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン吸光光度法で測定。  
チオシアン酸第二鉄吸光光度法で測定。  
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図  3 全シアン及びチオシアン酸イオンの検量線  
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v) 土壌連続分析方法による実汚染土壌中の全シアン含有量分析  

 土壌連続分析方法を用いて、3 種類の実汚染土壌 A、B 及び C 中の全シアン

含有量を測定し、NSOF 法の測定値と比較した。結果を表  8 に示した。この結

果、3 種類の実汚染土壌中には、チオシアン酸イオンは含まれておらず、全シ

アンだけが測定された。実汚染土壌について、土壌連続分析方法と NSOF 法の

測定値を比較すると、土壌連続分析方法の測定値は NSOF 法よりも若干低値で

あるが、ほぼ同じ測定値であることから、NSOF 法を土壌連続分析方法に適用

することができると考えられる。土壌連続分析方法は、多くの検体を短時間で

測定することが可能であるため、土壌のモニタリング調査等において適用でき

ると考えている。   

 
表  8 実汚染土壌を用いた NSOF 法及び土壌連続分析方法の比較検討結果  

試 料 名  

濃 度 (mg/kg) 

NSOF 法  

土 壌 連 続 分 析 方 法  

全 シアン濃 度  チオシアン濃 度  

A 72 64 －  

B 1400 1200 －  

C 4300 3800 －  

4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン吸光光度法で測定。  
チオシアン酸第二鉄吸光光度法で測定。  
 
まとめ  

全シアン含有量分析方法の開発成果として、土壌の全シアン含有量を正確に

分析可能とした NSOF 法、ならびに、NSOF 法を自動化して全シアン含有量と

チオシアンの同時連続測定可能な連続分析装置を開発した。これら方法および

装置が高精度で再現可能であることを示した。これらの技術により、土壌中の

全シアン含有量を迅速かつ正確に評価することができる。  
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②シアン分解微生物に関する研究  
（ａ）目的  

シアン化合物の原位置浄化技術が適用できる範囲は限られている。不溶化処

理は、長期的なモニタリングを必要とし、開発の際には土地造成が制限される。

薬剤添加処理（フェントン法）やオゾン注入処理は、安定なフェロシアン（鉄

とシアンの錯体）には適用できないなど、一部のシアン化合物に限られるなど

の問題がある。  

そこで我々は、シアン化合物が炭素と窒素からなる無機物質であり、重金属

等の中で唯一分解可能な物質として、従来水処理分野で微生物による処理法が

利用されていることに着目し、汚染土壌の原位置浄化工法として、バイオレメ

ディエーションによる処理が十分期待できると考え、開発目的とした。  

 
シアン汚染土壌を対象としたバイオレメディエーションは、栄養剤、溶存酸素

水または空気等を土壌中に注入して当該地に在来の微生物を活性させる「バイ

オスティミュレーション」が行われている。シアンの形態は、容易に分解する

銅シアノ錯体で実績があるものの、フェロシアンではまだバイオ浄化の実績が

無い。シアン化合物は土壌中で鉄イオンと結合してフェロシアンをはじめとす

る鉄シアノ錯体を形成しやすいことから、フェロシアンを対象としたバイオス

ティミュレーションの技術開発を行うこととした。  

バイオスティミュレーションを実施には、対象土壌中にシアン化合物の分解

能を持つ微生物群が存在していることが必須である。土壌中にシアン分解微生

物が全くいないか、あるいは非常に数が少ない場合は外部よりシアン分解微生

物を積極的に添加するバイオオーグメンテーション法を用いる技術も必要と考

え、オーグメンテーションの開発を行うこととした。  
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（ｂ）成果  
成果の概要  

室内試験において、フェロシアンを添加した培養液に対象土壌の懸濁液を

添加し、微生物群によるフェロシアンの分解を確認したところ、好気及び通

性嫌気条件で培養液中のシアン濃度の減少が確認されたため、バイオスティ

ミュレーションによるシアン浄化が可能であると示唆された。  
また、汚染土壌と水を混合したスラリーで汚染土壌中のシアン分解を確認

したところ、好気及び通性嫌気条件でシアン化合物を分解できることを確認

した。この試験結果より、飽和相におけるバイオスティミュレーションによ

るシアン浄化の可能性が示唆された。  
 バイオスティミュレーションの実証試験を実施する前にスケールアップ

試験として、φ20 cm×H50 cm のカラムを用いた浄化確認試験を実施した。

試験では、汚染土壌と栄養剤を混練することにより、栄養剤を添加した。ス

ケールアップ試験においても、通性嫌気条件で土壌中のシアン含有量の減少

が確認された。 以上の結果より、対象土壌にシアン化合物を分解できる在

来菌が存在することで、バイオスティミュレーションによるシアン浄化が可

能であることが示唆された。  
また、オーグメンテーションに必要な嫌気性シアン分解菌を自然界の土壌中

から分離、取得した。また、既知のシアン分解遺伝子を大腸菌などの無害な宿

主に遺伝子組換え技術で導入し、人工的な嫌気性シアン分解菌を作成した。天

然の嫌気性シアン分解菌についてはシアン分解遺伝子を特定化し、この遺伝子

を指標とすることで土壌に添加した後の分解菌の動態をモニタリングすること

が可能となった。  

 
成果の詳細（バイオスティミュレーション）  
i) 培養試験  

試験用土壌として石炭ガス由来の汚染土壌 D を使用した。土壌 D 中のフ

ェロシアン分解菌の有無を確認するために、フェロシアン培地に土壌 D よ

り培養した微生物群を添加する試験を実施した。培地の養生条件として好気

状態と嫌気状態で試験を行った。好気状態でシアンが分解することは既知で

あるが、確認のため好気状態を行った。  
試験は、100 rpm で振とうさせた好気および静置状態で放置した嫌気（通

性）条件で実施し、各微生物群の調整は下記に示す。好気条件の微生物群は、

土壌 D100 g に地下水 200 mL 及び栄養剤を添加し、1 カ月間、100 rpm で

振とう培養した懸濁液を用いた。また、嫌気条件の微生物群は、土壌 D100 
g に地下水 400 mL 及び栄養剤を添加し、1 カ月間、静置状態で培養した懸
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濁液を用いた。フェロシアン培地は、栄養剤にフェロシアンを 20 mg/L の

濃度となるように調整した液体培地を用いた。  
 図  4～図  7 に培養試験中の pH、溶存酸素（DO）、全シアン濃度（T-CN）、

遊離シアン濃度（F-CN）経時変化を示す。図  4 より、嫌気条件の pH が培

養 0.5 ヶ月目で 5.0 まで低下したため、pH 調整剤を添加し、pH を 7.0 に調

整した。嫌気条件における pH の低下は、微生物の作用により有機酸が生成

したためと考えられる。図  5 より、DO は好気条件では増加し 8～9 で一定

となり、嫌気条件では減少し 1 付近で一定となった。図  6 及び図  7 より、

好気及び嫌気条件ともに全シアン濃度の減少が確認されており、土壌 D の

在来菌はフェロシアンを分解する能力を有すると考えられる。また、遊離シ

アンが 2 mg/L 程度検出されており、フェロシアンは分解される過程で遊離

シアンが生成することが判明した。また、遊離シアンは、養生 3 ヶ月目では

検出されていないため、水相中に蓄積することなく、速やかに分解されると

考えられる。  
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図  4 培養試験における pH の経時変化  

 

 
図  5 培養試験における溶存酸素（DO）の経時変化  
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図  6 培養試験における全シアン濃度（T-CN）の経時変化  

 

 
図  7 培養試験における遊離シアン濃度（F-CN）の経時変化  
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ii) スラリー試験  

500 mL の三角フラスコを用いて、土壌 D50 g に水を 200 mL 添加してス

ラリー状とし、嫌気条件でバイオスティミュレーションによるシアン分解の

確認試験を実施した。試験の条件は、50 rpm の振とう及び静置の操作によ

り、溶存酸素を 1.0 mg/L 程度に調整した。  
図  8～図  10 に培養試験中の pH、溶存酸素（DO）、土壌中の全シアン含

有濃度（T-CN）の経時変化を示す。図  8 より、pH は 8.0～9.0 を推移して

おり、急激な酸性化などは確認されていない。図  9 より、DO 濃度は 1.0 mg/L
程度を推移しており、嫌気条件を維持することができた。図  10 より、汚染

土壌中の全シアン含有量は、40～55％程度の減少が確認され、シアン分解

が確認された。

 
図  8 スラリー試験における pH の経時変化  
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図  9 スラリー試験における溶存酸素（DO）の経時変化  

 
 

 
図  10 スラリー試験における全シアン含有量の経時変化  
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iii) カラム試験  

スラリー試験結果より、嫌気条件下で土壌中のシアン化合物を分解できる

ことが分かったため、実証試験の前試験としてスケールアップを目的にカラ

ム試験を実施した。使用したカラムの概要図を図  11 に示す。図  11 に示す

カラムに栄養剤、水及び土壌 D をソイルミキサーで混練し 15 kg を打設し

た。注入井戸より水を入れて、土壌面から 5 cm 程度浸漬した状態を維持し

た。栄養剤等の追加添加は、注入井戸より実施した。1～2 日置きにカラム

下部より浸積水を抜き、井戸に注入する循環を実施した。  
図  12～図  16 に、水相中の全シアン濃度、水相中の遊離シアン濃度、水

相中のフェロシアン濃度、土相中の全サイン含有量及びシアンの存在比を示

す。図  12 より、溶け出したシアン化合物が緩やかに減少していることが確

認された。また、図  13 より、水相中に毒性の高い遊離シアンは検出されて

おらず、全シアンの減少に伴って遊離シアンが蓄積することはないと思われ

る。図  14 のフェロシアン濃度の測定結果より、溶け出しているシアン化合

物の大半がフェロシアンであると考えられる。図  15 より、土壌中の全シア

ン含有量は、栄養剤を添加した条件のみ減少しており、図  16 に示すように

養生 3 カ月間で約 50％のシアン化合物が土壌より浄化させた。本試験結果

より、土壌に栄養剤を混練することで在来菌が活性化され、土壌中のシアン

化合物を浄化できることが示唆された。  

 
図  11 カラム試験概要図  



 

42 
 

 
図  12 カラム試験における水相中全シアン濃度の経時変化  

 

 
図  13 カラム試験における水相中遊離シアン濃度の経時変化  
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図  14 カラム試験における水相中のフェロシアン濃度経時変化  

 

 
図  15 カラム試験における土壌中の全シアン含有量の経時変化  
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図  16 養生 3 ヵ月目におけるカラム中シアンの存在比  
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③土質・地層に応じた工法の研究  
（ａ）目的  

シアン分解微生物を活性化するためには、栄養剤を対象範囲に均一に浸透さ

せることが不可欠である。透水性の良い砂地盤では、注入井戸を設置し栄養剤

を投入する注入工法が適用できるが、透水性の良くないシルト・粘土質に対し

ては注入そのものが困難であることに加えて、注入井戸を多数設置する必要が

ありコスト高となる。すなわち、透水性が悪い土質に対して確実に栄養剤を浸

透させる工法を開発することが課題であった。地盤改良機を用いた混練工法の

適用がこれらの課題の解決となるが、栄養剤が対象範囲に必要十分量混合され

ていることを確認する技術（分析方法）を確立する必要があったため、本研究

では混練技術の開発を目的とした。  

 

（ｂ）成果  
成果の概要  

室内混練試験および実地盤に対して実攪拌施工機を用いた「原位置混練試験」

を実施し、すでに室内レベルで確立していた混練土壌の栄養剤濃度を測定する

方法を検証した。これにより実地盤においても混練性能としてタイプの異なる

栄養剤濃度をＴＯＣ（全有機炭素）分析とＨＰＬＣ(高速液体クロマトグラフィ

ー)分析を用いて検量線を求めることで定量評価することが出来た。 

また、混合度合い（評価指標は羽根切り回数）の異なるケースの栄養剤濃度

のバラツキから、目標とする変動係数 VC＝20％を満足する施工仕様を決定した。

併せて、砂層と粘土層の互層地盤において、加水混練により懸濁状とすること

で粒度分布や透水係数から判断して透水性が改善されることを確認した。これ

により、透水性が悪い土質に対して栄養剤を浸透させることが出来るようにな

った。  
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成果の詳細  
i) 混練性能の評価  

i)-1 実験方法  

 実地盤に対して実攪拌施工機による原位置混練試験を実施した（図  17）。  

i)-2 使用機械  

CI-CMC 工法（2012 年 1 月 （財）先端建設技術センター  建設技術審査証第

2304 号、NETIS 登録番号 QS-980018-V）の施工機である DHJ12 型超小型施工機

を使用した。  

攪拌翼 ： １軸 ２枚×３段 

攪拌翼径： φ1,300 ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  17 施工機械と混練状況  

 

i)-3 試験ケース  

原位置混練試験は、混合度合いを表す指標である羽根切り回数をパラメータ

として混練ケースを設定した（表  9、図  18）。ここで羽根切り回数とは、地盤

を機械的に攪拌翼で混練する際に浄化深度１ｍあたりに混合する回数を言い、

次式で表される。  

 

 羽根切り回数Ｔ（回／ｍ）＝  

攪拌翼数×攪拌軸回転数×（１ｍ／貫入速度＋１ｍ／引抜き速度）  

 

 栄養剤は、水道水に溶解させ栄養剤溶液として地盤中に吐出混合した。混練

に使用した栄養剤は、NS バイオアクティ CN3 を基本とした。現地は TPH とシア

ンの複合汚染地であり、室内実験では NS バイオアクティ CN3 でシアンを可溶化

させないとシアンが分解されないことを確認している。また、可溶化後にシア

ンを分解させる栄養剤 NS バイオアクティ CN1、NS バイオアクティ CN2 を同時混

合するケースと、十分に可溶化させたあと注入工法により栄養剤 NS バイオアク
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ティ CN1、NS バイオアクティ CN2 を注入するケースも実施した。  

 

 

表  9 混練実証試験の条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  18 処理杭配置図  
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i)-3 栄養剤の分析方法  

栄養剤の混合評価は、混練後の土壌を採取し栄養剤濃度を直接分析すること

で行った。予め原地盤の土質毎に栄養剤 NS バイオアクティ CN1、栄養剤 NS バ

イオアクティ CN2、栄養剤 NS バイオアクティ CN3、栄養剤 NS バイオアクティ

CN1 ＋ NS バイオアクティ CN2 ＋ NS バイオアクティ CN3 を混合した試料の TOC

分析結果の TOC 濃度と HPLC 分析結果のピーク面積から、それぞれ検量線を作成

した。栄養剤混練後の TOC 分析結果と HPLC 分析結果からこれらの検量線を用い

て栄養剤濃度を求めた。 
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栄養剤の分析方法２（ HPLC 分析）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)-4 施工仕様の設定  

図  19 に施工仕様の設定フローを示した。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  19 施工仕様の設定フロー  

 

 

図  20 に混練ケースの羽根切り回数（回／ｍ）と混練地盤の栄養剤濃度の変

動係数の関係を示した。同図より、目標とする変動係数 20％を満足する施工仕

様は次の通り確認できた。 

 

・ エジェクターなしの場合：羽根切り回数 ４８０回／ｍ  

・ エジェクターありの場合：羽根切り回数 ３５０回／ｍ  
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羽根切り回数と栄養剤濃度
の変動係数の関係

混練地盤の栄養剤濃度の分析

目標変動係数20％を満足

する羽根切り回数の設定

施工仕様の設定

 

不良率１％ 

現場平均 
1.9 kg/m3 

設計基準 
1 kg/m3 

浄化効果がゼロではない 

更に現場と室内の比 1/2 とすると 
 3.8 kg/m3 添加 

標準添加１kg/対象土m3に対して、不良率1%、

変動係数20%、現場と室内の混合条件や分解に

よる消費などを考慮した比を1/2として

４kg/対象土m3 と設定。
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 ここでエジェクターとは、攪拌翼に内蔵されたエアの流路に栄養剤溶液を注

入し、栄養剤をエアに同伴させて霧状に吐出させる装置である。少ない羽根切

り回数で高品質の造成が可能となる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  20 羽根切り回数と栄養剤濃度の変動係数  

 

i)-5 エジェクター使用による地盤環境への影響  

元来嫌気雰囲気である土壌を好気性とする浄化工法は、好気性に維持するた

めコストアップとなるため、嫌気条件でのバイオレメディエーションを進めて

いる。エジェクター方式は、高品質の処理体が造成させるものの、エアを使用

するために元来嫌気雰囲気である地盤環境に好気性に移行されるなどの影響を

与える可能性があった。そこで、エジェクターの使用の有無による地盤の酸化

還元電位 ORP を測定した。 

 図  21 に ORP の混練直後の測定結果を示した。エジェクター使用によりエア

量は２ｍ３／分使用しているが、酸化還元電位 ORP は、-100～-250ｍV を維持し

ており、原地盤中の嫌気性は維持されることが確認できた。  
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図  21 エジェクター有無による地盤中の ORP 

 

まとめ  

撹拌施工機を用いた原位置混練試験において、栄養剤は TOC 濃度と HPLC

ピーク面積で定量評価することを検証した。これにより、混練の評価方法を決

定した。混練目標とする栄養剤濃度の変動係数 20%を満足した施工仕様として

下記の 2 タイプが考えられる。  

  ①羽切り回数 480 回／m、エジェクターなし  

  ②羽切り回数 350 回／m、エジェクターあり（還元雰囲気に影響なし）  

 
但し、実績数が少ないことからエジェクターありの場合についても当面は羽

切り回数 480 回／m とする。  

エジェクター（エア吐出）使用の場合においても、嫌気状態を維持できるこ

とが判った。さらに、エジェクター使用により、混練性能が向上することが判

った。  

栄養剤 NS バイオアクティ CN3 を土壌に混練することにより、水相への全シ

アンの可溶化が見られ、微生物分解できる可能性がさらに高まった。  

混練後の地盤の透水性は、粘土地盤において透水係数が一桁上昇し、改善さ

れる。また、混練により、砂と粘土の互層地盤においては深度方向に土質が均

一化に移行する傾向が見られ、透水性が全体的に向上する。  
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図 1 エジェクター有無による地盤中の ORP 

 

まとめ 

撹拌施工機を用いた原位置混練試験において、栄養剤は TOC 濃度と HPLC ピーク面積

で定量評価することを検証した。これにより、混練の評価方法を決定した。混練目標とす

る栄養剤濃度の変動係数 20%を満足した施工仕様として下記の 2 タイプが考えられる。 
  ①羽切り回数 480 回／m、エジェクターなし 
  ②羽切り回数 350 回／m、エジェクターあり（還元雰囲気に影響なし） 

 
但し、実績数が少ないことからエジェクターありの場合についても当面は羽切り回数 480

回／m とする。 
エジェクター（エア吐出）使用の場合においても、嫌気状態を維持できることが判った。

さらに、エジェクター使用により、混練性能が向上することが判った。 
栄養剤 NS バイオアクティ CN3 を土壌に混練することにより、水相への全シアンの可溶

化が見られ、微生物分解できる可能性がさらに高まった。 
混練後の地盤の透水性は、粘土地盤において透水係数が一桁上昇し、改善される。また、

混練により、砂と粘土の互層地盤においては深度方向に土質が均一化に移行する傾向が見

られ、透水性が全体的に向上する。 
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（２）「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」 
土壌修復ラジアルウェル技術研究組合 

 ①基盤支援技術（全体） 
（ａ）目的 

下図に示す②～⑥の各要素技術の改良・改善を技術支援し、重金属汚染土壌処理

技術のシステム化とともに、コスト目標の達成を図る。 
 

土壌修復技術の概念

③ 重金属等の土壌からの脱着

② 配水循環システム

④ 土壌から脱離した重金属等の吸着処理

⑤ 原位置モニタリング技術

ラジアルウェル

⑥ 遮水壁
操業中の施設

汚染土壌

課題：工場・事業場の操業中からの自主的土壌汚染対策を促進するため、
原位置で行う 重金属等の回収・浄化機能を有する低コストの技術開発

半強制通水

ラジアルウェル
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の各要素技術の役割とそれぞれの課題について、その概要を述べる。 
 
② 配水循環システム： 
 上記ラジアルウェルを利用して、浄化する汚染土壌に水を循環させ、重 
金属等を脱着させる。そのため、通常のラジアルウェルは井戸下部にある 
集水管しか設置されないが、上部に配水管を設置し、井戸にたまった水を 
汲み上げ浄化した後、上部配水管から適宜その水を供給することにより、 
循環を促進させることとしている。 
 従って、上部配水管と下部集水管との間の水の流れの制御（不均一な土 
壌に対しての均一化）が、克服すべき課題となっている。 
 また、操業中の工場等への適用を想定しているため、一般的な井戸径の 
４m では対応できないことも予想されることから、小口径化も新たな課 
題となっている。 
 
③ 重金属等の土壌からの脱着： 
 上記した上部配水管と下部集水管との間が汚染土壌となっているので、 
循環水がその間を通るときに、土壌中にある（水溶性の）重金属等を脱着 
（脱離、溶離）させ、それを集水して井戸に集めることになる。 
 従って、如何にスピーディに脱着させられるか（不均一な土壌に対して、 
少ない循環回数で均一に）ということが課題となる。また、水だけでは効 
率が悪い重金属類に対しての脱離促進薬剤等の検討も必要となる。  
 存在する重金属の種類と濃度にもよるが、浄化対象土壌体積の 10 倍量 
の水を循環させれば脱着できるであろうというのが、元々の想定であるが、 
まだ不透明な状況である。 
 
④ 土壌から脱着した重金属等の吸着処理 
 脱着した重金属等を含む、集水された汚染水を吸着除去する。なるべく全ての重

金属をその都度吸着除去できることが好ましいことから、当然のことながら各種の

重金属に対する高性能な吸着剤が求められる。 
また、ホウ素などの、吸着処理に限界があるような対象には、凝集沈殿処理も行

うこととなるが、そのための効率の良い凝集沈殿剤も必要となる。また、時々刻々

集水されてくる汚染水に対して、通水すればよいカラム式の吸着処理のみならず、

凝集沈殿処理も安価な連続式であることが望ましい。  
 

    以上の②、③、④の要素技術が、後述する遮水壁によって区画される閉鎖系内で

の土壌浄化サイクルを構成している。 
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              図 2 土壌浄化サイクル 
 

⑤ 原位置モニタリングシステム 
 土壌浄化実施中に、リアルタイムで浄化度合いを把握することができれば、いろ

いろな意味で有意義である。と同時に、浄化完了に関しても顧客に対して納得でき

るデータを供することができる。 
 従来は、数値解析が主流で、浄化完了したと判断された後、１～２箇所のボーリ

ング調査を必要に応じて実施していたようであり、リアルタイムに実測することは

意外に配慮されていなかった。 
 本システムでは、１箇所につき３深度の採水井戸を設け、敷地全体の状況が把握

できるように、例えば５ｍピッチにその採水井戸を配置することで、３次元的に対

象土壌全体の浄化状況が把握できることを目指している。 
   井戸本数が多くなることから、安価な方式の開発が求められている。 
 

⑥ 遮水壁 
 上述した土壌浄化システムは、基本的に閉鎖系を前提としている。 
即ち、周辺と遮水区画し、汚染を周囲に拡散させることなく効率よく区画内で水

を循環させ浄化するほか、浄化完了後に周囲からの汚染の流入を防止できることで

成立している。 
そのために求められる遮水性能は無論のこと、恒久的に存置することとなるので、

環境に負荷を与えない、土壌に近い材料であることが望ましい。また、狭隘な場所

でも施工可能な方式であることが求められている。 
 
 

 
 

集水された汚染水を吸着/沈殿・浄化  土壌中の重金属が清浄水中に脱着 
  

下部集水管に重金属汚染水を集水  

上部配水管から清浄水を土壌に配水 
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なお、適用対象とする土壌等の条件は、以下に示すごとくとなっている。 
 
＜土質＞ 

砂層、シルト混じり砂層 

 

＜地層の条件＞ 

主な汚染部位の層の透水係数は、5×10－5 m/s以上 

 

＜広さ＞ 

土壌中における浄化の範囲は、一つのラジアルウェルから水平方向に半径 20 m

程度以内 

（地上部には 2 m 径のラジアルウェルおよび配水浄化処理施設用として駐車場 2 台

分強程度のスペースが必要） 

 

＜深さ＞ 

汚染部位の深さは、地表から－5 m程度まで 

 

＜適用対象となる重金属種、濃度と分布＞ 

適用対象の重金属等は、総水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、

フッ素、ホウ素。汚染濃度は、土対法における土壌含有量基準（以下、「含有量基

準」という）値の 2倍程度の汚染（例えば、鉛の場合、300 mg/kg）及び土対法に

おける土壌溶出量基準（以下、「溶出量基準」という）値の 40 倍程度の汚染（例

えば、鉛の場合、0.4 mg/L）を適用対象とし、分布については特に限定しない。 

 

  ＜除去性能＞ 

水溶性の汚染物質に対し、含有量基準の２倍程度の数値（例えば鉛の場合、300 

mg/kg）から土壌含有量基準値以下まで浄化修復する。また、土対法における土壌

溶出量基準の 40 倍程度の汚染（例えば鉛の場合、0.4 mg/L）から土壌溶出量基準

値以下まで浄化修復する。 

浄化期間は、溶出量基準値以下までの浄化に３年以内を目標とする。 

 

＜帯水層以外への適用＞ 

 帯水層の上部層については地表からの配水の工夫のみならず、状況に応じて下部

のラジアルスクリーンから上部のラジアルスクリーンへ水を逆方向に流す等検討

する。 
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（ｂ）成果 
上述した各要素技術の課題克服を目指し、それぞれに改良・改善を鋭意行った結

果、実用化の目処が立つ状況に至った。詳細については、次項以降に記載する。 
 
また、中間コスト目標は、以下に示す試算のごとく達成可能と判断さ 

れる。主なコストダウン要因は、工期（脱着に要する期間）となる。 
 
 新規土壌修復技術の概略コスト試算 
 
 対象エリア：21m ×21m× 5m（改良深さ：4m）の正方形敷地を想定 
改良ボリューム：21m ×21m× 4m = 1,764m3 
                     
 
 
 
 
 
 
 
             図 3 試算用敷地平面 
 
１．事前調査費 ： 500 千円 
 ・事前ボーリング調査等 
２．配水循環処理システム  
 ・敷地の状況は、ごくごく一般的なものを想定する。 
 

表 1 ラジアルウェルの概略コスト 
    工事価格 

    （千円) 

立坑：ライナープ

レート 

径 2m 63,000  

径 3m 35,000  

径 4m 32,000  

立坑：プレキャス

トコンクリート井

筒  

径 2m 70,000  

径 3m 46,000  

径 4m 45,000  

水平集配水管： （平均長さで算定） 
 20m×25 本×2（上下）= 1,000m 
 
標準の立坑径 4m でライナープレートと 
PC 井筒の平均値をとると、38,500 千円 
となる。（準備・仮設工、現場管理費込） 

21 m 

21 m 
立 孔 径 ４ ｍ 
 

約 14.8m 
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３．脱着剤と供給装置 
・ 地下水位にもよるが水のみで浄化できるケースを想定すると、循環させるため、改良

ボリュームの 2 倍程度必要と見込み、 
2,000m3 ×2×50 円／m3 = 200 千円程度の工業用水道代となる。 

 
４．吸着処理システム 

・ 濃度の高いホウ素以外を対象とすれば、循環水ボリュームを改良ボリュームの 10 倍

量として 2,000×10 = 20,000m3となる。 
・ 2 年で浄化できると想定すると、機器損料、メンテナンス費と薬剤費で、8,000 千円

程度と試算される。 
 

５．原位置モニタリングシステム 
 ・約 5m のピッチで配置し、16 箇所に 3 本／箇所の垂直モニタリング井戸を設置する。 
・ 材料費：30 千円／箇所×16 = 480 千円 
・ 施工費：8 箇所／日を設置するとして、約 1,500 千円 
・ 採水分析： 

2 年間の浄化期間中 10 回行うとして、10×48 検体×5 = 2,400 千円 
以上より、4,400 千円程度と試算される。 
 

６．遮水壁 
・ 打込み用函体 2 セット（h=6m）：900 千円 …全損ベース 
・ 施工費：100千円／m×21m×4 = 8,400千円 以上より、9,300千円程度と想定する。 

 
各項目とも上記試算コストが、準備・仮設工、現場管理費を含むとすると、 

 500＋38,500＋200＋8,000＋4,400＋9,300 = 60,900 千円 
が全体の工事原価となる。 
 

  一般管理費を 10％とすると、 
 工事費総額 = 60,900×1.10 = 66,990 千円 = 37.976 円／改良 m3 

        （中間目標値）： （60,984） (34,571)   
 
現状は、中間目標値より 9.8％程度高い試算である。  
但し、従前の掘削除去方式の 58,000 円／掘削 m3の 2/3 程度となっている。  
 

②配水循環処理システムの研究開発 
（ａ）目的 
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操業中の工場・事業場内の狭隘な敷地においても土壌修復を可能とする配水循環

処理システムを構築する。 
また、土壌内の均一な浄化を目指して、土壌内に均一に配水可能な集配水手法を

確立し、集配水管の基本スペックを確立する。 
 

　ラジアルウェルは一般に径4m以上の立坑が必要と
なる。
　⇒立坑を小さくする
　　⇒占有面積を小さくすることで操業中の工場への
　　　対応を図る

配水管

集水管

配水管

集水管

通
水
量
大

通
水
量
少

通
水
量
少

通
水
量
少

　配水管直下の通水量が多い。
（通水量のバラツキが大きい）
　⇒通水量の均一化
　　⇒土壌全体の浄化を図る

通
水
量
大

立坑

放射状に配置した先端部分の断面例

＊１　浄化対象は半径20m以内
＊２　地表の占有面積は立坑径
　　　　⇒立坑径を小さくすることで操業中の工場への対応を図る

 

図 4 配水循環処理システムの研究開発の概要 
 

（ｂ）成果 
１．立坑の小口径化と施工方法の選定フロー 

通常のラジアルウェルは直径 4m 以上の立坑を構築する必要がある。立坑に必要

な径は、集配水管を設置するための施工機械（水平ボーリングマシン）の大きさに

よって決定される。そのため、水平ボーリングマシンの小型化によって、直径 4m、

3m、2m でラジアルウェルを構築する施工技術を見出した。 
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立坑内壁（径4m）

水平ボーリングマシン

        
立坑内壁（径2m）

 

図 5 立坑の小口径化の概要図 
 
また、通常のラジアルウェルの立坑は、円筒状のコンクリート製品を圧入して（コ

ンクリート製ケーソン）構築している。しかしながら、土壌汚染の浄化では、水道

事業と条件が異なるため、土壌汚染の浄化における現地条件（立地、浄化期間など）

を整理し、様々な工法における合理的な施工方法を選定するフローを作成した。 
 

表 2 立坑の施工方法比較表 

単体 コンクリート併用 場所打ち プレキャスト式 単体 コンクリート併用
1.6m～8.0m程度

1.5m～6m 5m程度以下 標準品 1.5m～5m 4m程度以下
1.6m～4.0m

湧水

地盤の自立性

周辺構造物へ
の影響

占有面積 ◎ ○ △ ○ ◎ ○

安全性

工期
＊ ○ △ △ ○ ◎ △

△ ○ ○ ◎ △ ○
＊施工条件（土質、湧水量など)による

自立性に乏しい地盤では薬液
注入等の補助工法が必要

立坑内での人為作業が少ないため安全管理が容易
立坑内の作業時に地山の崩落
に留意

ライナープレートに対して周辺構造物への影響が少ない。

自立性に乏しい地盤であっても薬液注入等の補助工法が不要
（坑口は必要）

地山が崩落する危険性がある
場合には仮締切りなどの補助

施
工
条
件

品質（耐久性）

水中施工が可能

コンクリート製ケーソン工法 鋼製ケーシング工法

径

ライナープレート工法

湧水が排除できれば施工が可
能

1.6m程度～

 

ライナープレート     ：鋼製のプレートを人力で設置する工法 
コンクリート製ケーソン工法：コンクリート製の円筒を圧入する工法 
鋼製ケーシング工法    ：鋼製の円筒を圧入する工法 
 

小口径化
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START

１

２

Yes

Yes

No

No

径の決定
（集配水量、施工面積）

ライナープレート

３

Yes

４

Yes

No

No

鋼製ケーシング

径の決定
（集配水量、施工面積）

４

５

鋼製ケーシング
コンクリート製ケーソン

（現場打）

No

No

径の決定
（集配水量、施工面積）

径の決定
（集配水量、施工面積）

次ページへ

Yes

Yes

 
図 6  選定フロー（その１） 

 

START

１

Yes

No

４

コンクリート製ケーソン

コンクリート製ケーソン
（現場打）

コンクリート製ケーソン
（プレキャスト式）

径の決定
（集配水量、施工面積）

径の決定
（集配水量、施工面積）

No

前ページへ

Yes

 

図 7 選定フロー（その２） 
 

選定フロー（その２）へ 
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表 3 選定フローの判断一覧表 
NO． 内　　　　容 備　　考

1 仮設として位置づけられるか？ 操業中に浄化
2 沈下による構造物への影響がないか？ 周辺建物
3 湧水が少ないか？ 土質条件
4 工期に余裕があるか？ 操業中に浄化
5 径4m以上か？（集配水量、施工面積） コストの判断  

 
さらに、径毎のラジアルウェルの施工費用を試算した。 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0 2 4 6
径（m）

直
接

工
事

費
（
千

円
）

立坑：ライナープレート

立坑：プレキャストコンクリート井筒

 

図 8 ラジアルウェルの試算例 
 
試算によると、内径３ｍまでなら施工費用は４ｍのケースと大差ないが、２m に

なると大幅にコストアップとなる。これは、水平ボーリングにより施工する上下の

集配水管の継ぎ手の数が大幅に多くなることが、主な理由である。 
 

２．配水循環システムの確立 
一般的なラジアルウェルは、できるだけ大量の集水を目指すいわゆる井戸であり、

下部の集水管だけが設置される。 
土壌修復を目指す本プロジェクトでは、汚染土壌の存在する上部に配水管を設置

し、そこから配水して、配水管と集水管との間に水を循環させ、汚染土壌中の水溶

性重金属の脱離を促進させることを目論んでいる。そのため、汚染された土壌が残

らないように汚染土壌全体になるべく均一に循環水が供給されるようにする必要

がある。 
また、一般的に土壌は不均一で、地下水位より下の部分でも、常時水に浸されて
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いる部分（飽和部）と、殆んど浸されていない部分（不飽和部）が存在している。

不飽和部に循環水が流れないと、その部分は洗浄対象とならず、浄化されないまま

残ってしまう結果を招くこととなる。 
 
以上の問題点をクリアーすべく、飽和・不飽和浸透流の数値解析と装置実験を種々

行った結果、配水と集水を交互に繰り返すことで均一な配水循環が可能となること

を見出ことができた。 
 
 
 

A B C
通常型（不飽和型） 飽和型 水位上下型

概要図

配水
方法

集水と配水を同時に行う。
集水管から自然流下させる。

集水と配水を同時に行う。
集水管に水圧をかけて集水する。

集水と配水を個別に行う。
配水管付近で地下水位を上下させる。

浸透水の
特徴

不飽和流が支配的になる。 飽和流が支配的になる。 飽和流と不飽和流が交互に支配的になる。

浸透水の
均一性

評価 △ △ ○

水位計

砂

配水管

集水管
（自然流下）

1
.8

m

1
.6

m

1.0m

水位計

砂

配水管

集水（被圧）

1
.8

m1
.6

m

1.0m

▽　　▽

0
.7

m

水位計

砂

1
.8

m

1
.6

m
1.0m

▽

▽

1
.2

m
0
.3

m

配水管

集水管

通水量が少
ない

通水量が少
ない

均一な配水循環が可能

TITLE  :   ***       

2
0.

00
0

20.000

1
.5

36
E
+0

1

1.536E+01

TITLE  :   ***       

2
0.

00
0

20.000

4
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63
E
+0

1

4.863E+01

 

図 9 集配水方法と通水状況 
 
 

 
 
 



 

63 
 

３．基本スペックの検討 
原理的には上述したごとく均一に配水循環させることが可能なことがわかったが、

具体的に配水管や集水管の適切な間隔等を条件ごとに決められるようにできるよう

にすることが必要となる。 
そのための解析を、配水管の間隔を２～１４ｍについて行った結果、   

配水管の水平方向の間隔は、条件(脱着速度、水処理量)によって適切に設定するこ

とが可能となった。 
集水管については、間隔によってバラツキが発生することがわかり、現在、より

均一な集水が可能な間隔を検討中である。 
 
 
 
 
 

配水管

断面図

集水管20m
20m

立坑

遮水壁

集配水管

約28m

間隔

 
 
図 10 集配水管の間隔の概要図 
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表 4 集配水の間隔と集配水時間の関係 

初期給水
給水時間 上下幅 集水時間 配水時間

m hour cm hour hour
2 35 30 0.58 0.667
6 100 30 2.25 2.5
10 150 30 3.75 4.25
14 210 30 5.75 6.25

間隔
集配水

 
    
 

           

7
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7
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0
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通水量が少ない 通水量が少ない
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図 11 集水間隔と通水状況 
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③重金属の土壌からの脱着法の研究開発 
（ａ）目的 

原位置の土壌から、重金属類の除去を効率的に行う手法を見出すことが目的であ

る。具体的には、汚染土壌から重金属を抽出する洗浄薬剤（脱着剤、または抽出剤）

の選定を行う。 
 
（ｂ）成果 

重金属を抽出する脱着試験に用いる、実態に即した模擬汚染土を作成することが

できた。 
この模擬汚染土を用い、飽和帯と不飽和帯土壌に存在する重金属類の溶出挙動を

把握するため、飽和と不飽和カラム試験を実施し、溶出挙動の一端を把握すること

ができた。その結果、少ない配水循環量で脱着できる可能性を見出すことができた。 
鉛、フッ素、ヒ素、ホウ素について、汚染土ごとの効率的な抽出剤を 

   選定し、効果的に脱着洗浄できることを確認した。 
その他の重金属については、今後逐次研究を進める予定。 
 
成果の詳細について、以下に述べる。 
 

１．模擬汚染土作成試験 
  

各模擬汚染土を作成するにあたり、元土の選定を行った。 
元土の選定にあたり以下の点を考慮した。 

 
    ・関東近辺の一般的な土質であること 

・透水係数が 5×10-5m/s 程度であること 
・土質が均一で大量に手に入ること 

 
    用いる土壌については、上述した点より、千葉県市原市姉崎にて下総層群清川層

の砂を採取した。図 12 に試料採取状況を示す。図 13 に採取した土壌の粒径加積

曲線を示す。採取した土壌は粒径 105μm から 256μm を多く含む砂である。 
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図 12 試料採取状況                       図 13 元土壌の粒径加積曲線 
 
     採取した土壌に各汚染物質を添加し模擬汚染土を作成した。 
    作成した模擬汚染土の性状を表 5 に示す。模擬汚染土は、土壌汚染対策法で定め

る「溶出量」の基準を超過するものを作成することとした。 
 

表 5 模擬汚染土性状一覧 

※ 基準値は、土壌汚染対策法に定められた「汚染状態に関する基準」、底質含有量には

基準値は定められていない。なお、底質含有量とは、環境省が定める底質調査法に基

づく含有量（全含有量）である。  
 

２．脱着剤選定試験（バッチ試験） 
２―１ 試験方法 

 模擬汚染土からの重金属の脱着に適した脱着剤の選定を行うため、作成した模

項目 添加物質 
溶出量 
（㎎/L） 

含有量 
（㎎/kg） 

底質含有量 
（㎎/kg） 

基準値 模擬土 基準値 模擬土 模擬土 

鉛 硫酸鉛 0.01 0.11 150 620 770 

ふっ素 ふっ酸 0.8 10 4000 240 390 

ほう素 ほう酸 1.0 99 4000 960 970 

ヒ素 
ヒ酸水素二ナ

トリウム七水

和物 
0.01 0.89 150 42 51 

0
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擬汚染土を用いて、脱着剤選定試験を実施した。試験フローを図 14 に、試験状況

を図 15 に示す。 
        

 
 
 
 
 
 
 

                  図 14 試験フロー                図 15 脱着剤検討試験状況 
 

２―２ 試験結果 
    対象物質毎に脱着剤検討試験の結果を示す。 
 

表 6 脱着剤検討試験結果（鉛） 
脱着剤 ろ液の鉛濃度（㎎/L） 
水 0.085 

水＋塩（硫酸ナトリウム） 0.045 
酸（希硫酸 pH2） 5.4 

 
〔鉛〕 脱着剤検討試験結果を表 6 に示す。模擬汚染土からの鉛の溶出は、水 

及び水＋塩条件に比べ酸条件の場合に高くなり 5.4 ㎎/L となった。脱着 
剤としては、酸を用いることで、脱着効果を促進できると考えられる。 

 
表 7 脱着剤検討試験結果（ふっ素） 

脱着剤 ろ液のふっ素濃度（㎎/L） 
水 4.7 

酸（希硫酸 pH3.5） 4.8 
酸（希硫酸 pH3.8）＋塩（硫酸ナトリウム） 7.0 

 
〔ふっ素〕 脱着剤検討試験結果を表 7 に示す。模擬汚染土壌からのふっ素 

の溶出は、水及び酸条件に大きな差異はみられなかった。酸＋塩条件 
の場合、模擬汚染土からのふっ素の溶出が最も高くなり、7.0 mg/L と 
なった。 

ビーカー

ろ過　（0.45μm）

分析

攪拌　6H

土壌＋溶液（土壌の10倍量）



 

68 
 

 
表 8 脱着剤検討試験結果（ほう素） 

脱着剤 ろ液のほう素濃度（㎎/L） 
水 111 

塩酸（pH0.3） 113 
硫酸（pH0.5） 112 
硝酸（pH0.3） 117 
リン酸（pH1.2） 109 

 
〔ほう素〕 脱着剤検討試験結果を表 8 に示す。模擬汚染土壌からのほう 

素の溶出は、水と酸条件に大きな差異はみられなかった。 
 
 

表 9 脱着剤検討試験結果（ヒ素） 
脱着剤 ろ液のヒ素濃度（㎎/L） 
水 1.6 

塩酸（pH0.3） 3.5 
硫酸（pH0.5） 5.7 
硝酸（pH0.3） 3.0 
リン酸（pH1.2） 6.1 

 
〔ヒ素〕 脱着剤検討試験結果を表 9 に示す。模擬汚染土壌からのヒ素の溶 

出は、水と比べ酸条件の方が模擬汚染土壌からのヒ素の溶出が高くな 
った。酸条件の中でも、リン酸を用いた場合最もヒ素の溶出が高く 6.1  
mg/L となった。 
 
 
 

3．カラム浸透試験 
3―１ 試験概要 

 模擬汚染土からの重金属の脱着挙動を把握するため、模擬汚染土を充填したカ

ラムに、水及び各脱着剤を通液し試験を行った。対象物質毎に試験方法及び結果

を示す。 
 
〔鉛〕 
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・ 試験方法 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 16 カラム模式図                    図 17 カラム試験状況 
 

 
表 10 カラム試験条件 

項目  
カラム直径 50 mm 
土壌充填高さ 50 mm 
土壌充填重量 100 g-dry 
通水速度 3 mL/min 

 
表 11 脱着剤一覧 

項目 内容 通液条件 
水  飽和 
水  不飽和 
酸 硫酸 0.785 mmol/L 飽和 
酸 硫酸 0.785 mmol/L  不飽和 

 
図 16 にカラム模式図、図 17 に試験状況を示す。表 10 にカラム試験条件を、

表 11 に脱着剤と通液条件一覧を示す。 
飽和カラム及び不飽和カラムの通水量及び通液量は「Liq./Soil」30 とした

（Liq./Soil = Liquid / Soil、以後通水量及び液量は Liq/Soil と表記する）。 
カラム下部から浸出液を Liq./Soil 1 毎に採取し、鉛の分析を実施し 
た。なお、通水速度は、定流ポンプで一定にした。また、毛管圧に相当する圧力

をカラムのヘッドスペースに与えることで不飽和帯を形成した。 
・試験結果  

P

　純水 コンプレッサ

空気

試料採取

PIC
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        図 18 Liq./Soil と積算鉛溶出量の関係 
 
図 18 に Liq./Soil と積算鉛溶出量の関係を示す。ここでいう積算鉛 

溶出量とは、土壌 1 kg 当りからの鉛の溶出量の積算値である。 
水を通水した結果は、飽和カラム及び不飽和カラムともに試験初期に 

鉛溶出量が多くみられ、Liq./Soil の増加とともに鉛溶出量が少なくな 
る傾向がみられた。 
飽和カラムと不飽和カラムを比較すると、Liq./Soil 9 程度までは飽和 

カラムの積算鉛溶出量の方が多いが、それ以降は、不飽和カラムの方が 
多くなった。また、Liq./Soil 30 の時の積算鉛溶出量は、飽和カラムで 
約 0.9 mg/kg、不飽和カラムで約 1.4 mg/kg となった。これより、飽和 
帯を浸透した水と不飽和帯を浸透した水では、不飽和帯を浸透した水の 
方が多くの鉛を溶出させる可能性があることが示唆された。 

酸を通水した結果は、飽和カラム及び不飽和カラムともに試験初期か 
ら Liq./Soil 26 程度まで鉛の溶出が少なく、それ以降多くの鉛溶出がみ 
られた。 
 

〔ふっ素〕 
・ 試験方法 

表 12 カラム試験条件 
項目  

カラム直径 50 mm 
土壌充填高さ 100 mm 
土壌充填重量 200 g-dry 
通水速度 3.4 mL/min 
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表 13 脱着剤一覧 
項目 内容 通液条件 
水  飽和 
水  不飽和 
酸 硫酸 0.785 mmol/L 飽和 

酸＋塩 
硫酸 0.785 mmol/L、塩として 1L あたり

硫酸ナトリウム 39 ㎎添加 
飽和 

 
表 12 にカラム試験条件を示す。表 13 にカラム試験に用いた脱着剤を示す。 
カラム下部から浸出液を採取し、ふっ素の分析を実施した。 
なお、通水速度は、定流ポンプで一定にした。また、毛管圧に相当する圧力を

カラムのヘッドスペースに与えることで不飽和帯を形成した。 
 
・試験結果        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                       図 19 Liq./Soil と浸出液のふっ素濃度の関係 
 

図 19 に Liq./Soil と浸出液のふっ素濃度の関係を示す。 
試験した条件全てで、試験初期に模擬汚染土からのふっ素溶出量が多くみられ、

Liq./Soil の増加とともにふっ素溶出量が少なくなる傾向がみられた。 
各条件の模擬汚染土からのふっ素溶出量が基準値（0.8 ㎎/L）以下と 

なるために必要な通液量は、水（飽和）条件で、Liq./Soil 60、水（不 
飽和）条件で、Liq./Soil 58、酸＋塩（飽和）条件で、Liq./Soil 77、 
酸（飽和）条件で、Liq./Soil 78 となった。 

〔ほう素〕 
・ 試験方法 
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図 20 水温 50℃条件でのカラム試験実施状況 
 

表 14 カラム試験条件 
項目  

カラム直径 50 mm 
土壌充填高さ 100 mm 
土壌充填重量 200 g-dry 

 
表 15 脱着剤一覧 

項目 内容 通液条件 
水 通水速度 SV＝0.25 飽和 
水 通水速度 SV=1 飽和 
水 通水速度 SV＝0.25＋水温 50℃ 飽和 

 
表 14 にカラム試験条件を示す。表 15 にカラム試験に用いた脱着剤を示す。ほ

う素の脱着剤については、脱着剤検討試験において、水と酸に模擬汚染土からの

ほう素の脱着量に差異がみられなかったため、水通水とした。脱着方法を検討す

るため、通水速度の影響及び水温による溶解度の変化による脱着効果を確認する

ため、水温 50℃での通水を実施した。 
カラム下部から浸出液を採取し、ほう素の分析を実施した。 
水温 50℃の試験は、カラムを恒温槽の中に設置し、試験を実施した。試験状況

を図 20 に示す。 
なお、通水速度は、定流ポンプで一定にした。 

  
 
 

試験カラム

脱着剤（水50℃）

恒温槽（50℃）
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・試験結果  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     図 21 Liq./Soil と浸出液のほう素濃度の関係 

 

図 21 に Liq./Soil と浸出液のほう素濃度の関係を示す。 
条件全てで、試験初期に模擬汚染土からのほう素溶出量が多くみられ、 
Liq./Soil の増加とともにふっ素溶出量が少なくなる傾向がみられた。 
各条件の模擬汚染土からのほう素溶出量が基準値（1.0 ㎎/L）以下と 

なるために必要な通液量は、全ての条件で、Liq./Soil 10 となった。 
  

〔ヒ素〕  
・試験方法                   表 16 カラム試験条件 

 
表 17 脱着剤一覧 

項目 内容 通液条件 
水  飽和 

水  不飽和 

酸＋還元剤 リン酸 1.0 mol/L、次亜リン酸ナトリウム 0.5 mol/L  飽和 

初期還元剤、酸 
初期 Liq./Soil 2 まで次亜リン酸ナトリウム 0.5 
mol/L 通液、Liq./Soil 2 以降リン酸 1.0 mol/L 通液 

飽和 

項目  
カラム直径 50 mm 
土壌充填高さ 100 mm 
土壌充填重量 200 g-dry 
通水速度 3 mL/min 
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表 16 にカラム試験条件を、表 17 にカラム試験に用いた脱着剤を示 
す。ヒ素の脱着剤については、脱着剤検討試験結果より、リン酸系の、 
脱着剤を用いることとした。 

カラム下部から浸出液を採取し、ヒ素の分析を実施した。 
なお、通水速度は、定流ポンプで一定にした。また、毛管圧に相当する圧力を

カラムのヘッドスペースに与えることで不飽和帯を形成した。 
  
・試験結果 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
                       図 22 Liq./Soil と浸出液のヒ素濃度の関係 

 

図 22 に Liq./Soil と浸出液のヒ素濃度の関係を示す。 
水の飽和・不飽和及び酸の飽和条件で、試験初期に模擬汚染土からのヒ素の溶

出量が多くみられ、Liq./Soil の増加とともにヒ素の溶出量が少なくなる傾向がみ

られた。初期に還元剤を通液し、酸に切り替えた条件では、Liq./Soil 4 までヒ素

の溶出量が増加し、その後減少していく傾向がみられた。 
酸＋還元剤を通液した条件では、初期のヒ素溶出量が他の条件に比べ高くなり、

22.8 mg/L となった。 
 試験した範囲の Liq./Soil 30 では、全条件で基準値（0.01 mg/L）以 
下を満たすことが出来なかった。 
  

 
４．脱着剤及び脱着方法の評価 
  対象物質毎の最適な脱着剤及び脱着方法を選定するため、脱着剤検討 
試験及びカラム試験を実施した。表 18 に対象物質毎の脱着剤及び脱着 
方法の検討結果のまとめを示す。 
表 18  対象物質ごとの脱着剤と脱着方法のまとめ 
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対象物質 脱着剤・脱着方法 備考 

鉛 飽和・不飽和流の組合せ 
初期飽和流 
後半不飽和流 

ふっ素 飽和・不飽和流の組合せ 
初期飽和流 
後半不飽和流 

ほう素 通水速度を速める 飽和流 

ヒ素 リン酸系脱着剤 
水洗浄の 6 倍 
（初期溶出） 

 
 

④土壌から脱着した重金属等の吸着処理システムの研究開発 
（ａ）目的 

土壌汚染サイトにおいて、配水循環される水に含まれる有害物質を除 
去するための水処理方法について研究開発する。循環水の処理では各種 
有害物質を環境基準以下の低濃度まで処理することが必要になるため、 
処理効率の高い、各種の吸着剤と水処理技術、システムの開発を行う。 

（ｂ）成果 
１．吸着剤の開発 

ヒ素、鉛、カドミウム、水銀、フッ素、ホウ素等の除去用の、高性能 
かつ安価な吸着剤を試作開発し、性能を検証した。 
これらの吸着剤はアルカリ、鉄塩、アルミニウム塩、パイライト等の 

   無機原料を混合し、常温加工、焼成加工、樹脂加工造粒技術を適用し、 
   微小な粒状体に造粒を行ったものである。 

 表 19 に吸着剤の主成分を示した。図 23〜図 25 に吸着剤の写真、図 26 
〜図 28 に開発吸着剤の性能を示す吸着等温線図を示す。 
 

表 19 吸着剤の主成分 

# 対象物質 吸着剤の主成分 

1 ヒ素 水酸化鉄 

2 鉛、カドミウム、水銀等 ゼオライト、パイライト、ジオポリマ

ー 

3 フッ素 アルミニウム、カルシウム 

4 ホウ素 エトリンガイト 
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図 23 ゼオライト樹脂成形吸着剤の写真 

（鉛等処理用） 
図 24 ゼオライト焼成体吸着剤の写真 

（鉛等処理用） 

  

図 25 カルシウムーアルミニウム常温成

形体 
吸着剤写真（フッ素処理用） 

図 26 ヒ素処理用吸着剤の性能評価例 
（吸着等温線図） 

  

図 27 鉛等処理用吸着剤の性能評価例 
（吸着等温線図） 

図 28 フッ素処理用吸着剤の性能評価例 
（吸着等温線図） 
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 開発した吸着剤の通水処理における性能を確認するため鉛、ヒ素、 
フッ素等吸着剤を充填したカラムに模擬汚染水を通水した。 
 図 29 にカラム試験装置写真、図 30 にカラム通水試験結果を示した。 

    通水試験結果のうち、鉛、ヒ素のカラム試験では環境基準値の 40〜50 
    倍濃度の模擬汚染水をカラムに通水したところ、流出水は吸着剤容積 
    のおよそ 2000 倍の水量まで環境基準値以下の濃度となり、非常に優れ 
    た処理効果を確認することができた。 

  
 
 
 
 
 

図 29 カラム試験装置 
 

 
 

 
 

通水条件/Pb: 0. 5mg/L , pH=8 , SV=5 h-1 
 

通水条件/As(Ⅴ): 0.4 mg/L , pH=7 , SV=5 h-1 
 
 

①鉛含有模擬液の通水試験結果 

②ヒ素含有模擬液の通水試験結果 

③フッ素含有模擬液の通水試験結果 
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２．凝集沈殿型水処理技術の改良 

    ラジアルウェル循環水の効率的な処理を行うため、ホウ素水処理及び 
   ヒ素、鉛など重金属類の凝集沈殿型水処理に関する技術改良研究を行っ 
   た。 
   ２−１ ホウ素水処理技術の改良 

図 31 に凝集沈殿型のホウ素水処理システムを示した。凝集沈殿型水処理法は、

処理水に液状または粉末状の水処理剤を添加・撹拌し、有害物質を沈殿物として水

中から分離、除去する方法である。 

 

図 31 凝集沈殿によるホウ素水処理システム 
 

ところで、ホウ素の水処理については、平成１３年に一律排水基準が制定されて

からも、９業種において現在も暫定排水基準による運用がなされており、最も処理

が難しい物質の一つである。このため、今回のラジアルウェル循環水の処理だけで

なく、排水処理としてのニーズも高い。 
研究対象の水処理剤はカルシウムとアルミニウムの化合物であるエトリンガイト

によるホウ素の化学吸着を処理原理としている。図 32 にエトリンガイトの構造図

を示す。 
今回の技術改良研究では、エトリンガイトを構成するカルシウム、アルミニウム

原料の配合及び撹拌技術を種々変化させ、ホウ素処理効率の最適条件を探り、これ

通水条件/ F : 12 mg/L , pH=7 , SV=2.5 h-1 
 
 

図 30 カラム通水試験結果 
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による技術改良を行った。図 33 にホウ素水処理剤の性能データ（吸着等温線図）

を示す。 
改良研究の成果として、ホウ素水処理性能が大きく向上し、市販の他社吸着剤製

品の性能を上回ることができた。この研究成果は、例えば排水基準値 10mg/L の濃

度においては、改良前のホウ素処理データの 1.8 倍の性能となり良好な成果が得ら

れた。 
 
 

 

図 32 エトリンガイトの構造 
 

 
        図 33 ホウ素水処理剤の性能評価データ（吸着等温線図） 

 
 

 

改良後性能 

改良前性能 

Ettringite の構造 
 3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O 

S０４
２− 

構造中に存在する硫酸イオン

（ SO42- ） が ホ ウ 酸 イ オ ン

（B(OH)4-）と置換 
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次に実際の水処理における適用性を調べるため、硫酸イオン、塩化物イオン等の

共存条件下でのホウ素処理性能の評価実験を実施した。図 34 は塩化物イオンが共

存する条件における改良水処理剤と従来法とのホウ素水処理性能の比較を行ったも

のである。この評価により改良水処理剤は塩化物イオン共存による性能低下が少な

く、様々な水処理への適用性が高いことが確認できた。 

 
図 34 共存イオンの影響評価例：Ｂ110mg/L（模擬排水）、 

塩化物イオン濃度 0～10,000mg/L従来法の凝集分離法による処理との比較 

 
     さらに、改良ホウ素水処理剤を用いて、実排水の処理検討を行った。 下 
   記にその処理例を示す。改良水処理剤は実排水の処理においても経済的 
   処理が可能であり、これにより汚染土壌を洗浄したラジアルウェルの循 
   環水の処理にも適用が十分可能であると思われる。 
 
①脱硫排水の処理例（実排水を調整した模擬排水） 
●原水特性 

pH=7.5、ホウ素濃度：481mg/L、フッ素濃度：14mg/L、 
塩化物イオン：3,950mg/L、硫酸イオン濃度：2,210mg/L 

●改良水処理剤による処理 
添加量 1.２w/w%、凝集分離処理時間 30 分 
処理後の特性；ホウ素濃度：181mg/L、フッ素：５mg/L（海域放流） 

従来法 Cl=10,0000ppm 

従来法 Cl=5,0000ppm 

従来法 Cl=0ppm 

カテナチオ
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②窯業排水の処理例 

●原水特性 
 pH=10.5、ホウ素濃度：132mg/L、フッ素濃度：96mg/L 

●改良水処理剤による処理 
添加量 1.4w/w%、凝集分離処理時間 30 分 
処理後の特性；ホウ素濃度：0.3mg/L、フッ素濃度：2.1mg/L 

 
２−２ パイライトを用いたヒ素、鉛等水処理の技術改良 

次にパイライト粉末を用いたヒ素、鉛の凝集沈殿型水処理技術の改良研究を行っ

た。図 35 にパイライトの結晶の写真を示す。パイライト（黄鉄鉱）は、様々な金

属鉱床や岩石に含まれる最も分布の広い金属鉱物であり、世界中に存在している。

パイライトは現在では未利用資源であり、これを用いて経済的な水処理技術を開発

することを目標とした。 
図 36 にパイライトによるヒ素吸着性能を、図 37 にヒ素吸着の pH 依存性を示し

た。パイライトは優れたヒ素吸着性能を示し、凝集沈殿型水処理剤や吸着剤として

利用することが可能である。また、ヒ素吸着には pH 依存性があり pH＝4.8−6.3 の

範囲が最も効果が高いことが分かった。 

 

 
 

 

0.1

1

10

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10

吸
着

量
［

m
g/

g］

平衡濃度［mg/L］

-250msh

-100msh

0.15～0.05mm

 
図 35 パイライトの結晶 図 36 パイライトによるヒ素（Ⅲ）吸着

性能（吸着等温線図） 
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図 37 パイライトヒ素吸着における pH 依存性 

次に、パイライトは硫化鉱物の一種であり、鉛等の重金属を吸着する特性を有す

る。この特性を応用して、鉛処理用の吸着剤や凝集沈殿型水処理剤としての技術改

良研究を行った。 
図 38〜図 39 に濃度 110mg/L の鉛を含有する模擬液（pH=5）に粒径-250mesh

のパイライトを添加し、pH を 4〜11 に調整したときの残留濃度を示す。この図よ

りパイライトは優れた鉛の吸着性能をもち、その処理効果は pH＝9～11 に調整した

場合に最も効率が高いことが分かる。その pH 範囲に調整した場合の処理が高い理

由は、水酸化物形成の影響によるものである。 
以上のようにパイライト粉末を用いた水処理技術の改良についても 3 年間で実用

的なレベルまでに達し、これらの成果については 2011 年、2012 年の２回にわたっ

て化学工学会において発表を行った。 

                  

      図 38 パイライト添加量と残留鉛濃度の変化 
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図 39 残留鉛濃度、pH、添加量の相関 

３．水処理システムの開発 
 次に、前項の各種吸着や、ホウ素等凝集沈殿処理剤を用いた水処理システムにつ

いて検討を行った。検討した水処理システムの概要を図 40 に示す。このシステム

について以下に説明を行う。 
 ①のカラム処理型水処理システムでは土壌中を通るラジアルウェル循環水を処理

するため、水中から砂等を取り除くための装置を設置している。中間槽は除砂塔等

の逆洗水を一時貯留する機能である。吸着剤は吸着塔に充填し、通水条件 SV＝３

〜５h-1の条件で通水し、主な部分は自動運転となっている。 
 次に②の凝集沈殿型水処理システムはホウ素処理用の連続式処理システムであり、

主な部分は自動運転となっている。水処理剤は粉体供給装置、ポンプを通じて供給

され、凝集処理後のスラッジはシックナーから引き抜かれてスラリー貯槽に一時的

に貯留された後フィルタープレスにより脱水される。 
 これらのシステムはコスト面も含め実用に供しうるものであると判断している。 
 
 
 
 
 

 
 
 

①カラム処理型水処理システム 

②凝集沈殿型処理型水処理システム（ホウ素用） 
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図 40 ラジアルウェル循環水の水処理システム 
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⑤原位置モニタリング技術の研究開発 
（ａ）目的 

土壌修復中の効果確認の為、地下水の重金属濃度を把握する３深度の 
モニタリング井戸を設置する。井戸の箇所数が多くなることから、小口 
径で安価な施工方法を開発する。 

（ｂ）成果 
1． 井戸の仕様及び施工方法 

基本的な井戸仕様と施工方法は、図 41の通りとした。 

使用井戸材料： 塩ビ製、内径２５ｍｍ、外径３２ｍｍ先端５０ｃｍに採水用ス

リット（幅０．５ｍｍ）入り。打設用細径鋼管 内径４３．７ｍｍの細径鋼管（足

場用単管） 

 

 

細径鋼管 
内径 
φ＝43.7mm 

先端コーン 

PVC 井 戸 材 

内径 
φ＝25mm 

水 膨 張

ゴム等 

スクリーン部 

吸込み式

ポンプ 

吸 込 み 用

ホース 

水膨張ゴム等 

スクリーン部 

細径鋼管

引抜 

PV製井戸 

細 径 鋼 管

打設 
井戸材挿入 細径鋼管

引抜 
吸込み式ポンプで採水 

止水材 

セメント

又 は ベ

ントナイ

ト 

図 41 細径鋼管による小口径井戸設置工法 
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図 42 細径鋼管圧入機 

建柱車（2トン車クラス） 

２．施工機械 

   垂直部;細径鋼管打設機械建柱車タイプ（図 42）クローラータイプ 

   斜め施工部;当初小口径ボーリング機械（図 43）を検討したが、クローラータイプ

の打設機にて細径鋼管を斜め打設することが可能であることが判明し、細径鋼管

を斜め打設する方法に変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．井戸仕様の詳細の検討 

 ３－1塩ビ井戸材料の仕様 

井戸材料は表 20 の塩ビの有孔管と無孔管を組み合わせて用いる。 

 

表 20 塩ビ有孔管と無孔管の諸元 

 
品番 

内

径 

外

径 

有 効

長 

肉厚 スリッ

ト数 

スリッ

ト幅 

回孔率 重量 

％ ㎏ 

有孔管 S25-050 25 32 500 3.5 270 0.5 8.73 0.22 

無孔管 
M25-100 25 32 1000 3.5    0.44 

M25-200 25 32 2000 3.5    0.88 

 

先端の５０ｃｍのみスリット入りの有孔管を用い、その部分から採水することと

した。 

図 43 小口径ボーリング 
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３－２ フィルター材の選定 

通常は井戸の有孔管と地山の間にフィルター材として珪砂を充填するが、当工法

では鋼管と塩ビパイプの空隙が片側６ｍｍ程度と狭いことから珪砂の充填は困難で

ある。有孔管のスリット外部にあらかじめ不織布製フィルターを巻き付けておき、

細径鋼管内に挿入することとした。 

不織布製フィルターはペーパードレーン用に用いられているポリエステル製品

（６０ｇ／㎡程度）を選定した。このフィルターの透水係数は、１×１０-２ｃｍ／sec

（良質の砂同等）程度である。 

 

３－３ 止水材の選定 

 当開発では３深度のモニタリング（採水）を行うので井戸材の外部に沿って上下

の水が移動することは避けなければならない。  

通常はスリット部の上部の無孔管部と地山の間に止水のためモルタルや顆粒状ベ

ントナイトを充填する。当工法では水膨張ゴムとセメント若しくはベントナイトの

２重の止水を採用することとした。 

鋼管と塩ビパイプの空隙が片側６ｍｍ程度と狭いことからセメント材料を採用す

る場合は充填が問題なく行われるか検討が必要である。無収縮セメントグラウト材

デンカタスコンセメントを用いることにより良好な充填（流動）性が確認された。

タスコンセメントは水中でも硬化が確認された。 

 又、顆粒状ベントナイトも細径鋼管と塩ビパイプの間の所定の位置に充填するこ

とは困難である。㈱ホージュンには、ベントナイトをテープ状にした製品（パラス

チックＮドライ 厚さ４ｍｍ幅１５ｃｍ）があり、このテープ状ベントナイトを外

周に巻いた塩ビパイプを細径鋼管の内部に挿入することとした。 

 

上記 2 種類の方法のうち作業性の観点からベントナイトテープを採用することと

した。スリット部分と上記ベントナイト部分の間に水膨張ゴムを巻きつける。水膨

張ゴムの仕様を表 21 に記す。 

 

 

表 21 水膨張ゴムの仕様 

品名 幅 厚さ 長さ 断面形状 

ナイスシールＢ型 ４０mm 3.0mm ３ｍ 片側凸凹形状 

 

 

４．試験施工で判明した問題点の改善 

垂直施工試験結果、判明した問題点と解決策 
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図 44 斜め施工状況 
図 45 鋼管破断状況 

４－１．先端キャップの強度 

 当初予定した薄肉鉄製のキャップは強度不足であったため、肉厚（t=4.5 ㎜）鋼

管を切断し、加工した物に改良した。 

 

４－２．井戸材の共上がり 

鋼管引き上げ時、水圧により水と土砂が流入して先端で詰まり、井戸 

材料の共上がりが発生したため、鋼管引き抜き前に鋼管内部に注水し、地下水位よ

り鋼管内部の水位を高くすることで共上がりを防止する。 

 

   斜め施工試験結果、判明した問題点と解決策          

４－３．細径鋼管の強度不足 

細径鋼管引き抜き時、先端固定部のピンの根元から破断した。 

斜め施工時は鋼管に高い土圧がかかり、引き抜き時の回転に細径鋼管 

が耐えられない。そのため、細径鋼管を肉厚の厚い物に変更することと 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．再試験施工による成果 

 工法の改善内容 

５－１．鋼管の肉厚２．４ｍｍから４．５ｍｍと厚い物に変更する。 

５－２．鋼管の変更により、機械の鋼管チャック部を改造する。 

５－３．先端キャップの検討。強度を高め、より掘削効率の高いキャッ 

プとする。 

５－４．引き抜き時土砂の浸入による井戸材の共上がりを防止するため、鋼管内部

に注水して、地下水位より鋼管内部の水位を高くする。 

上記改善にて試験施工を行い、斜め施工も含めた施工試験により、施工上の細部

の問題（鋼管強度、先端キャップ、共上がり防止）もクリアーした。 
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成果のまとめ 
 
鋼管打設機により細径鋼管（φ60.5）を打設し、小口径（φ25）の塩 

ビ井戸を挿入する方法を採用した。斜め施工も含めた施工試験により、施工上の細

部の問題（鋼管強度、先端キャップ、共上がり防止）もクリアーした。 
従来工法ではφ100 以上の鋼管を打設し、内部にφ50 以上の井戸材料を挿入し、

スクリーン部外部にフィルター材として砂利などを投入し、スクリーン部上部には

セメントモルタルなどを流し込み止水を行う。 
今回の開発では現場での複雑な作業を少なくするため、フィルター（不織布）、止

水材（膨張ゴム、ベントナイトテープ）を予め塩ビパイプに装着後、細径鋼管に挿

入する方法を採用した。試験打設により、吸込み式ポンプによる採水を行い、不織

布製フィルターのフィルター効果（濁りの除去）など良好な成果が確認できた。 
 

 

     
図 46 施工概要        図 47 従来工法と新規井戸仕様 
 
 

 
⑥遮水壁の研究開発 
（ａ）目的 

閉鎖系のサイトを構築することで、土壌汚染修復中に重金属が処理サイト外へ漏

洩・拡散することを防ぐとともに、除染完了後に外部から再汚染されることのないよ

うにする。 
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           図 48 地中連続遮水壁モデル 
 
 
（ｂ）成果 

 １．地中鉛直連続遮水壁の工法選定 
工場・操業中など狭隘な施設における土壌汚染範囲内の地下水拡散防止策として、

処理施設範囲周辺に地中鉛直連続遮水壁を施すための工法を、以下の条件を基に

種々の既存工法より選定し、函体打込式ドレーン工法を採用した。 
・狭隘箇所に於ける施工可能な工法の選定 

 ・環境に配慮した遮水壁材料の選定（環境負荷の軽減） 
 ・連続地中壁の遮水性確保（均一な遮水機能の発揮） 
 ・汚染土壌浄化等施工期間に於ける遮水壁の工学的安定性 
（応力･変形、遮水性等の静的安定および動的安定性）の確保 
・経済的な工法選定（コスト縮減） 
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表 22 地中鉛直連続遮水壁工法の選定 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施工可能深度

壁体材料 （ｍ） 間口必要幅(m) 機械配置寸法(m) 最上部高さ(m)

001
鋼矢板工法
(ｺﾝｸﾘｰﾄ矢

板工法）
等厚式

鋼矢板
又はｺﾝｸﾘｰﾄ矢板

ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰによる
ｼｰﾄパイル打設

200～400㎜程度 20m程度
3ｍ以上

（25tラフター）
10m×15m程度

(ｸﾚｰﾝ作業範囲）

7ｍ程度
（ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ

とｸﾚｰﾝ）

壁面1㎡当り
２万円程度

専用の圧入式杭打機を使用

002 鋼矢板工法 等厚式

鋼矢板
（継手部：止水ゴ
ム又はシリコーン

併用）

遮水鋼矢板 200～400㎜程度 20m程度
3ｍ以上

（25tラフター）
10m×15m程度

(ｸﾚｰﾝ作業範囲）
10ｍ程度

（吊り下げしろ）

壁面１㎡当たり
３．５（止水ゴム）
～５．６（シリコー

ン）万円程度

バイブロハンマ使用。継手部の遮水
効果を上げる工夫として、ベントナイ
ト泥水など流動性で行うこうとが可
能。

3ｍ以上
（25tラフター）

10m×15m程度
(ｸﾚｰﾝ作業範囲）

10ｍ程度
（吊り下げしろ）

3ｍ以上
（0.8m3ﾊﾞｯｸﾎｳ）

5.5m×5.0m程度
(ﾊﾞｯｸﾎｳ旋回範

囲）
7m程度

004 地中壁工法 柱列式 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ SMW工法他 300～500㎜以上 30m程度
10ｍ以上

(ｵｰｶﾞｰ式杭打機）
10m×10m程度 約30ｍ

壁面1㎡当り
3.5万円程度

（仮設費別途）
柱列式オーガー使用

005 地中壁工法 等厚式 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ固化壁 ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ工法 500㎜以上 10ｍ程度
3ｍ以上

（0.8m3ﾊﾞｯｸﾎｳ）

12m×7m程度
(ﾊﾞｯｸﾎｳ旋回範

囲）

8m程度　　　（0.8m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ）

壁面1㎡当り
0.25万円程度

（分解,組立、運搬な

どの仮設費含まず）

トレンチャーで地盤を撹拌し、同時に
スラリーや粉体を噴射する方法

006 地中壁工法 等厚式 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ
TRD工法

＋ECｳｫｰﾙ工法
500㎜以上 30m程度

5ｍ以上
(TRD狭隘対応型）

5.5m×5.0ｍ程度 10m程度

壁面1㎡当り
1.5～1.6万円程

度
（仮設費別途）

チェーンソー型のカッター使用し、先
端部からベントナイト等の粘土鉱物を
粉体のまま噴射撹拌する。ベントナイ
ト配合量が多い。

007 地中壁工法 柱列式 ｽﾗﾘｰ噴射撹拌
ｼﾞｪｯﾄｸﾞﾗｳﾄ工法

（JSG工法）
1000～2000㎜ 25m程度

3ｍ以上
（25tラフター）

10m×15m程度
(ｸﾚｰﾝ作業範囲）

10ｍ程度
（吊り下げしろ）

改良体1ｍ当り
29万円程度

小さな削孔径で大きな改良径が確保
できる

壁面1㎡当り
3～4万円程度

ｸﾚｰﾝ吊り下げ式もしくはバックホウ
装着式のﾊﾞｲﾌﾞﾛハンマを使用する。
掘削排土は発生しない

備　　考
方     式

003 地中壁工法 等厚式 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ固化壁
函体打込式ﾄﾞﾚｰﾝ工

法
200㎜ 最大9m

番号
壁　工　方　式

工　法　名 壁厚
狭隘箇所における施工対応性(施工深度5ｍの場合） 概略単価

（直接工事費）

図 49 遮水壁の施工手順と施工機械及び写真 
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２．函体内に投入する土質遮水材料の選定 
使用する遮水材料の候補： 

１）ベントナイト泥水 ２）ベントナイト原鉱  

３）ベントナイト混合土  ４）重泥水 

 

上記４種類の中から２）ベントナイ原鉱を選定した。 

選定理由を表 23 にまとめた。 
 
 
 

 

 ベントナイト 

泥水（10％） 

ベントナイト 

原鉱 

ベントナイト 

混合土(10～

20％） 

重泥水 

作成 

材料 

粉末ベントナイト＋水 原鉱のみ 粉末ベントナイト＋購

入砂もしくは現地発生

土 

粉末ベントナイト＋水 

＋鉄粉 

長所 流動性が高いため、 

充填し易い 

・施工時に粉塵が 

起こらない 

・現地での製造を 

必要としない 

現地発生土を母材とし

て 

有効利用できる 

比重が高く、遮水機能が

高い 

短所 間隙の多い地盤（砂

層） 

では使用量が大幅に 

増加する 

充填に手間がか

かる 

狭隘な箇所での製造が 

困難 

・作液に手間がかかる 

・酸化鉄による周囲への 

着色 

設備 泥水作液プラント 投入ホッパーのみ 自走式土質改良機 高速ミキシングプラント 

材料 

コスト 

低 低 中 高 

設備 

コスト 

中 低 高 高 

評価 ○ ◎ △ △ 

表 23 遮水材料の選定 



 

93 
 

 

 

３．遮水壁材料の基本スペック確認 
函体内に投入する遮水材料の基本スペックの確認を行った。 

 
表 24 ベントナイト砕石の粒度分布 

図 50 ベントナイト砕石 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

粒 径 幅 5～20mm 0～20mm 

含水比 wn (%) 19.9 18.1 

粒

度

分

布 

礫  分 (%) 100.0 62.8 

砂  分 (%) 0.0 36.6 

細粒分 (%) 0.0 0.6 

地盤材料の分類名 分級された礫 分級された砂質礫 

従来型 

図 51 ベントナイト砕石の粒度曲線と各締固め度による透水係数 
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20mm 以下の粒度のベントナイト砕石を使用することで目的とする透水 
係数 k=1.0×10-8m/sec 以下の遮水性能を発揮することがわかった。 
より安全性の高い遮水壁を構築する為、締固め特性の良い 0～20mm の 

ベントナイト砕石を遮水壁材料に選定した。 
 
４．函体先端部の改良 

従来の函体打込み式ドレーン工法では、函体先端部を地中に残す仕様と 
なっている。 
環境負荷の軽減を図るため、施工後に函体先端部を地中に残さず施工を 

行えるように改良を検討し、現在先端部を改造中である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

開閉方式 

 

 

従来方式 

図 52 施工用函体の改良 
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（３）「低コスト原位置電気修復技術の研究開発」 
（株）島津製作所 
 

 本プロジェクトの最終目標は、原位置で行う低コストの土壌浄化技術として、汚染にお

ける含有量と溶出量双方の浄化データの蓄積に努め、電気修復法を用いた土壌浄化技術を

開発することである。電気修復法が重金属の除去に効果的であることは国外の事業によっ

て実証されている。しかし、その浄化メカニズムは化学・物理・電気化学の様々な現象が

複雑に関係していることから明らかになっておらず、浄化メカニズムの理解が不十分なた

め、電気修復法が有する土壌浄化能力を十分に引き出す妨げとなっているのが現状である。 

こうした現状を踏まえ、本項目では、浄化メカニズムに関する調査と検討から理解を深

め、対象とする土壌や重金属の組合せの性質に応じた最適処理条件を決定し、低コストか

つ高効率なシステムの設計に反映できるデータの獲得をはかる。最終目標は次のとおり。 

〈処理コスト〉掘削除去による平均的な処理コスト（50,000 円／m3）の半額程度（約 25,000

円／m3） 

〈処理効率〉 対象土壌 1m3あたり 1,500kWh の電力を使用して、対象重金属について土

対法における含有量基準値の 3倍濃度の汚染土壌、また溶出量基準値の 10倍程度の

汚染土壌について、それぞれを基準値以下に浄化する 

 
 現時点での成果概要としては、平成 22 年度～平成 23 年度にかけて実施した主として模

擬汚染土壌を対象としたラボでの実験・検討による基礎的な研究項目について、〈処理効率〉

に関して当初の目標をほぼ 100％達成した。この成果を踏まえて、最終年度である平成 24
年度は、主として実汚染土壌を対象とした原位置での試験を実施中であり、年度末にかけ

てデータの解析を行った上で、〈処理効率〉ならびに〈処理コスト〉の目標達成をめざして

いる。 

 成果の詳細について以下に列記する。 
 
 ①電気修復法における汚染物質の浄化効率の向上と最適条件の確立 
ⅰ）模擬汚染土壌を対象とした電力量を最小化する土壌 pH、電解液 ECの最適化 

（ａ）目的 
六価クロム、鉛を対象汚染物質とし、わが国の代表的な土壌（砂、マサ土、笠岡粘

土、ローム:図１－１）に吸着させた模擬汚染土壌を用いての浄化実験により、土壌

pH、電解液 EC をパラメータとして浄化効率に対する影響の評価検討を行なった。こ

の評価は、含有量基準値 3倍の汚染土壌を対象として、最終目標値である電力消費量

1,500kWh/m3使用時の浄化効率を判断基準として実施した。 

（ｂ）成果 
１）浄化試験用土壌の物性・組成分析 
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     浄化試験で使用する 4種の土壌（図１－１）の物性及び組成を確認した。 

a)砂 ： 粒径 0.2～0.4㎜に分級、水洗浄した天然砂 

b)マサ土 ： 京都府亀岡市より入手し、乾燥、団粒粉砕後 2㎜以下に 

分級した実土壌 

c)ローム ： 埼玉県朝霞市より入手し、乾燥、団粒粉砕後 2㎜以下 

に分級した実土壌 

d)笠岡粘土 ： 岡山県笠岡市で産出したモンモリロナイト及びカオ 

リナイト系の混合鉱物 

 

 

図１－１．浄化試験用土壌写真（乾燥後） 

 

１-1）粒度分布測定 

 土壌試料を溶媒（ヘキサりん酸ナトリウム溶液 0.2wt%）に加え、分散処理したも

のを試料液とし、レーザー回折式分布測定装置（島津製作所製、SALD-3100 又は

SALD2000）を用いて粒度分布を測定した（図１－２～１－５）。砂、笠岡粘土につい

てはそれぞれ 200～500μm、0.5～50μmで比較的シャープな粒度分布を、マサ土、ロ

ームについてはそれぞれ 0.5～1000μm、0.2～100μmでブロードな粒度分布をもつこ

とが分かる。 
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図１－２．砂の粒度分布 

 

 

図１－３．マサ土の粒度分布 

 

 

図１－４．ロームの粒度分布 

 

 

図１－５．笠岡粘土の粒度分布 
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1-２）X線回折 

 4種の土壌試料について X線回折装置（島津製作所製、XRD-6100）を用 

いて、鉱物の同定分析（表１－１）を行った。 

 

表１－１．浄化試験用土壌の鉱物同定結果 

 

 

1-３）蛍光 X線分析 

 土壌試料を、エネルギー分散型蛍光 X線分析装置（島津製作所製、EDX 

-720）を用いて、定性及び FP 法による半定量分析（11Na～92U）を行った。（図１－

６） 

構 造 が 比 較 的 単 純 な カ オ リ ナ イ ト に 比 べ て 、 各 土 壌 の 主 要 7 元 素

（Fe,Ca,K,Si,Al,Mg,Na）について構成比に大きな差があることが確認された。 
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図１－６．各土壌の陽イオン元素比率 

 

1-４）土壌 pH測定 

土壌を pH7.0 に調整した脱イオン水 50mlを加えて、15分毎に振り混ぜ、1時間

後に pH を測定した。（表１－２）砂は中性、マサ土、ロームは僅かに酸性、笠岡粘土

は僅かにアルカリ性であることを確認した。 

 

表１－２．浄化試験用土壌の土壌 pH測定結果 

 

 
１-５）含有試験、溶出試験 

 乾燥・分級（<2mm）した土壌を下記①～③の方法で検液を調製し、ICP 分析により

検液中のイオン濃度を測定した。分析対象とするイオンは Cr 及び土壌中の存在比が

高い Mg,Ca,Al,Fe,Siを選択した。 
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 ロームの 1mol/L 塩酸抽出検液で僅かな Crを検出したが、全ての土壌が土対法上清

浄な土壌であることを確認した。（表１－３） 

a)溶出試験検液調整（公定法準拠） 

乾燥土壌 15gに脱イオン水（pH6.73） 150mlを加え、振とう後、 

上澄み液を遠心分離、ろ過して検液を調製 

b)含有試験検液調整（公定法準拠） 

乾燥土壌 3gに溶媒（炭酸ナトリウム/炭酸水素ナトリウム混合液） 

を 100ml 加え振とう後、上澄み液を遠心分離、ろ過して検液を調製 

c)1mol/L 塩酸抽出検液調整 

乾燥土壌 3gに 1mol/L-HCl 100mlを加え振とう後、上澄み液を遠心 

分離、ろ過して、検液を調製 

 

表１－３．浄化試験用土壌の含有、溶出、1mol/L 塩酸抽出分析結果 

 

 

１-6）土壌への汚染物質吸着量検討 

各土壌への六価クロムイオンの吸着量を調査し、目標濃度（750mg/kg) 

以上の汚染土壌の調製が可能な条件を確認することを目的として検討を行 

った。 

乾燥土壌  20g を 250ml-ポリエチレン容器に取り、脱イオン水  80ml、

1000mg-Cr6+/L溶液（クロム酸カリウム（K2CrO4）及び重クロム酸カリウム（K2Cr2O7）

より調整）20mlを加え 6h 振とう後、上澄み液を遠心分離（3000rpm 30min)、0.45μm

メンブランフィルターでろ過し、検液を調製し、ICPで検液の Cr濃度を測定した。（表

１－４）Cr吸着量は添加した Cr量から上澄み液中の Cr量を差し引き算出した。 
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表１－４．六価クロム吸着量測定結果 

 

 

上澄みを除去した土壌を乾燥・分級（<2mm）し、前述と同様の方法で含有試験検液

を調製し、ICP 分析により検液中のイオン濃度を測定し、Cr 含有量を算出した。（表

１－５）六価クロムは砂、マサ土、笠岡粘土での吸着は弱いが、ロームには極めて強

く吸着することが示唆された。 

 

表１－５．六価クロム吸着試験土壌の含有試験結果 

 

 

２）六価クロム汚染土壌調製法検討 

 吸着量検討結果をもとに、浄化試験に使用する目標 Cr 含有量 750mg/kg（基準値

250mg/kgの 3倍相当）の六価クロム汚染土壌を調製するために、種々の濃度の六価ク

ロム（クロム酸カリウム又は二クロム酸カリウム、ナカライテスク）を添加した汚染

土壌について公定法（溶出試験、含有試験）検液及び 1mol/L 塩酸抽出液の Cr 量を
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ICP分析により測定した。（表１－６、図１－７）汚染土壌の調製は、触媒調製法とし

て知られている含浸法を参考にして行った。本法では、磁製皿に採取した所定量の乾

燥土壌（<2mm）に、10g/L Cr溶液を加え、風乾後マイクロウエーブで恒量に達するま

で乾燥、粉砕して調製した。 

 この結果から、砂、笠岡粘土については 1000mg/kg相当量、マサ土は 1100mg/kg相

当量、ロームは 2500mg/kg 相当量の Cr を土壌に添加することで調製した土壌を浄化

試験に使用することとした。なお、ロームについては Cr 1000mg/kg 相当量を添加し

た土壌も合わせて調製し、浄化試験に用いることとした。 

 

表１－６．模擬汚染土壌の含有、溶出、1mol/L 塩酸抽出分析結果 
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図１－７．クロム酸カリウム 1000mg/kg相当添加模擬汚染土壌の分析結果 

 

３）鉛汚染土壌調製法検討 

 

 前記 4種の土壌を用いて公定法に準拠した方法で含有試験、溶出試験検液を調製し、

検液中のイオン濃度を測定した。4 種の土壌で鉛は検出されず、清浄な土壌であるこ

とを確認した。 

 

各土壌への鉛イオンの吸着量を調査し、目標濃度（450mg/kg)以上の汚染土壌の調

製が可能な条件を確認することを目的として検討を行った。 

乾燥土壌に 500mg/kg相当濃度の硝酸鉛溶液を加え振とう後、上澄み液を遠心分離、

ろ過し、上澄み液の鉛濃度を測定した。鉛吸着量は添加した鉛量から上澄み液中の鉛

量を差し引き算出した。また、上澄みを除去した土壌から含有試験検液を調製し、検

液中の鉛含有量を算出した。（図１－８）鉛は砂、笠岡粘土での吸着は比較的弱いが、

マサ土、ロームには強く吸着することが示唆された。更にマサ土、ロームについては

550mg/kg 相当濃度の鉛を添加した汚染土壌について含有試験検液の鉛量を測定した

結果（表１－７）から、砂、笠岡粘土については 500mg/kg相当量、マサ土は 525mg/kg

相当量、ロームは 550mg/kg 相当量の鉛を土壌に添加することで調製した土壌を浄化

試験に使用することとした。また、各土壌から調製した鉛汚染土壌を pH の異なる硝

酸溶液中で鉛の溶出量を検討した結果（図１－９）、鉛が溶出する pHから浄化試験条

件を決定した。 
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図１－８．鉛 500mg/kg相当添加模擬汚染土壌の鉛吸着量 
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図１－９．鉛模擬汚染土壌の鉛溶出への pHの影響 
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表１－７．鉛模擬汚染土壌の含有量分析結果 

 

 

４）浄化試験方法 

 六価クロム汚染土壌は、クロム酸カリウム（K2CrO4）を脱イオン水に溶解し、土壌

に添加・混合・乾燥して調製した。電解液は硝酸ナトリウム（NaNO3）を脱イオン水に

溶解し，硝酸ナトリウム濃度 0.1 mol/Lの溶液を調製し，適時硝酸（HNO3）、水酸化ナ

トリウム溶液（NaOH）を加えて pHを調整した。 

使用した土壌浄化システムを図１－１０に示す。浄化試験に使用した透明アクリル

製浄化試験キット（図１－１１）は、中央に土壌槽、両端に電極を挿入する電解液槽

を有する。なお、簡略化のため、図では右側にのみ電解液槽を描いているが、全く同

じ構造のものが左側にも配置される。アノード電極は金属酸化物をコーティングした

チタン製、カソード電極はステンレス製の板状の電極を使用した。土壌試料の漏出す

るのを防ぐため、土壌槽と電解液槽の間はメンブランフィルターで仕切った。 

各土壌はマイクロウェーブで恒量に達するまで乾燥し、浄化キットの土壌槽に充填

した。脱イオン水を電解液槽に投入、土壌を湿潤させたのち、電解液で置換した。両

極とも電解液を電解液タンクに投入し、マイクロチューブポンプで電解液槽に送液し、

オーバーフローした電解液は電解液タンクに排出・循環した。電解液槽内はスターラ

ーで常時攪拌し、電解液 pHは試作 pH調整器を用いて測定し、所定の pHを保持する

ようにアノード電解液には水酸化ナトリウム溶液、カソード電解液には硝酸溶液を滴

下し調整した。 

浄化試験は、定電圧直流電源を用いて両電極間に所定の電圧を印加して行った。電

極間電圧、電流はデータレコーダを取り付け，電流値の変化を監視した。浄化の進行

状況については、電解液槽からは適時電解液を採取し、ICP発光分析装置（島津製作

所製、ICPS-7510）で汚染物質濃度を測定し確認した。 

通電終了後の土壌は土壌層より取り出し、3～5等分に分割して採取、乾燥後、環境

庁告示第四十六号、環境省告示第十九号に準拠した方法で含有検液、溶出検液を調製

し、ICPで検液中の汚染物質濃度を測定した。土壌 pHは溶出液検液の pHを測定し、

試験終了時の土壌部の pH分布を求めた。 
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図１－１０．土壌浄化システム概想図 

 

 
図１－１１．浄化試験キット概想図 

 

５）六価クロム汚染土壌浄化試験結果 

 
六価クロムを対象汚染物質とし、土壌汚染対策法の含有量基準値の３倍の汚染濃度

に調製された、４種類の模擬汚染土壌について、浄化試験を実施した。浄化に必要な

電力消費量の目標値を 1,500kWh/m3 とし、浄化試験によって土壌 pH、電解液 EC の最

適化を図った。結果として、砂については酸性～中性、マサ土では中性、笠岡粘土で

は中性～アルカリ性の電解液を使用した時、目標である 1500kWh/m3 以下で、含有量

基準値の 3 倍から基準値以下まで浄化できることを確認した。（表１－８）一方、ロ

ームではいずれの条件でも目標の 1500kWh/m3では浄化が困難であった。 
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表１－８．六価クロム汚染土壌浄化試験結果まとめ 

 

 

６）鉛汚染土壌浄化試験結果 

６-1）鉛汚染土壌浄化試験結果 

鉛を対象汚染物質とし、土壌汚染対策法の含有量基準値の３倍の汚染濃度に調製さ

れた、４種類の模擬汚染土壌（砂・マサ土・粘土・ローム）について、浄化試験を実

施した。浄化に必要な電力消費量の目標値を 2,250kWh/m3とし、浄化試験によって土

壌 pH、電解液 EC の最適化を図った。砂、マサ土、笠岡粘土では酸性の電解液を使用

した時、目標である 1500kWh/m3 以下で、含有量基準値の 3 倍から基準値以下まで浄

化できることを確認した。（表１－９）一方、ロームでは目標の 1500kWh/m3では浄化

が困難であった。 

 

表１－９．鉛汚染土壌浄化試験結果まとめ 
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６-2）ロームと他の土壌の溶出成分比較 

各土壌から調製した鉛汚染土壌を pH の異なる硝酸溶液中で鉛の溶出量を比較した

が、ロームは他の 3種の土壌（砂、マサ土、笠岡粘土）に比べて、Pbの吸着力には大

きな相違はないとの結果が得られた。一方、一般に土壌から溶出する量が多い 5種の

イオン（Ca,Mg,Al,Fe,Si）の溶出量を 4 種の土壌で比較した結果（図１－１２）、ロ

ームは他の 3 種の土壌に比べ 10 倍程度の溶出が見られた。このことから、ロームは

鉛以外の溶出イオンが多いため、それらのイオンの移動に電力が消費され、 

結果として鉛イオンの移動速度が低下し浄化に多くの電力を必要とすると考えられ

る。 

 

 

図１－１２.陽イオン溶出に対する pHの影響 

 

６-3）砂-ローム混合土壌での浄化条件結果 

 乾燥・粉砕・分級した清浄な砂とロームを所定比率で混合後、10g-Pb/L溶液を所定

の量添加したのち乾燥して模擬汚染土壌を調製し、浄化試験キットに充填し、砂で最

も浄化に要する電力量が少なかった条件（アノード電解液、カソード電解液とも

pH1.5）を使用し、浄化試験を行った。 

 砂-ローム混合土壌でのローム混合比と浄化に必要な電力量の関係を図１－１３に

示す。 

 ロームの混合比が増加するに従い、浄化に必要な電力量は増加し、目標とする

2250kWh/m3以下での浄化が可能なローム混合比は 9％以下であった。（図１－１４） 



 

109 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

使用電力量(kWh/m3)

土
壌

中
の

P
b残

存
量

(m
g/

kg
)

砂 100%

ローム 5%混合

ローム 10%混合

ローム 20%混合

ローム 30%混合

目標使用電力

含有量基準値

 

図１－１３．砂-ローム混合比による浄化に必要な電力量への影響 
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図１－１４．砂-ローム混合比対する浄化電力量 

 

 

ⅱ）実汚染土壌を対象とした電力量を最小化する土壌 pH、電解液 ECの最適化 
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（ａ）目的 
六価クロムならびに鉛で汚染された実汚染サイトからサンプリングされた実汚染

土壌を用いて前項と同様の浄化試験を実施して、浄化時に単位電力量を最小化する土

壌 pH・電解液 EC の最適化を目的とした浄化試験を実施する。本項目による単位電力

量の削減到達目標は 25%（3,000kWh/m3→2,250kWh/m3）とした。 

 

（ｂ）成果 
実験に使用した実汚染土壌は鉛実汚染土壌（粘土混じり砂）、鉛実汚染土壌（マサ

土）、鉛実汚染土壌（粘土）、六価クロム実汚染土壌（粘土）である。これらの土壌に

ついて、浄化試験を実施した。（表２－１～２－４）結果として鉛実汚染土壌につい

ては電解液 pH1.5～2.5 の条件で、六価クロム実汚染土壌については電解液 pH7～12

の条件で、目標である 2250kWh/m3 以下で含有量基準値以下まで浄化できることを確

認した。 

 

表２－１．鉛実汚染土壌（粘土混じり砂）の試験結果 

 

 

表２－２．鉛実汚染土壌（マサ土）の試験結果 

【試験中】 

 

表２－３．鉛実汚染土壌（粘土）の試験結果 

 



 

111 
 

 

表２－４．六価クロム実汚染土壌（粘土）の試験結果 

 

 

ⅲ）汚染土壌の物理化学的特性解析と浄化効率への影響評価 

（ａ）目的 
電気修復法では、水の電気分解より生成される水素イオンが土壌を酸性化し、汚染

物質の溶解度を向上させ、さらに、イオン交換などのプロセスにより、浄化ターゲッ

トとなる重金属イオンを溶脱させ、電場を利用して移動させることが浄化のメカニズ

ム、或いはキープロセスである。このため、酸性電解水による重金属類の溶出特性評

価は、電気修復法の適用性検討、浄化条件の設計及び浄化効率の予測などにおいてい

ずれも非常に有用であると考えられる。本研究では、電気修復法のメカニズムを重視

し、また浄化設計の知見を整備するために、酸性電解水による重金属類の溶出特性に

関する試験研究に実施した。  

 

（ｂ）成果 
本研究で使用した模擬汚染土壌は日本国内産の自然粘土である東江カオリンと硝

酸鉛を均一に混合することによって作製した。蛍光 X線分析を用い、東江カオリンに

鉛が元々含有していない、或いは検出限界以下であることを事前に確認した。（表３

－１）X線回折分析により、カオリンに含有する主要鉱物は石英とカオリン(1A及び

1Md)であることが分かった。（図３－１）また、粒度及び密度分析した結果（図３－

２）、東江カオリンは粘土 25.2％、シルト 70.7％、細砂 3％及び中砂 1.1％であり、

密度は 2.628(g/cm3)である。 

 

表３－１． 東江カオリンの化学的組成(蛍光 X線分析結果) 

組成 SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O TiO2 MgO CaO IgLoss 

含有量(％) 61.15 27.89 1.57 0.36 0.54 0.25 0.02 7.54 
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図３－１． 東江カオリンの X線回折分析結果 
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図３－２． 東江カオリンの粒度分布曲線 

 

模擬汚染土壌の作製に当たって、事前に水だけで予備試験を行い、混合し易い含水

比を調べてみた。その結果、水分重量比が 20％では、土壌試料を適度に湿潤させ、ま

た、撹拌・混合も最も容易であることが分かった。この結果を用い、模擬汚染土壌は
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硝酸鉛溶液を混合し、汚染土壌の全含有量が 450mg/kgとなるように調製し、イオン

交換水、水道水、pH≑4の酸性電解水及び pH≑3の酸性電解水を用いた溶出試験を実施

した。（表３－２、図３－１）結果として鉛を対象汚染物質とした模擬汚染土壌につ

いて、環境負荷の低い電解質（塩）を使った電解水による溶出試験を実施した。pH３

～pH４の電解水で、鉛の溶出量が著しく増加することがわかり、電気修復浄化への適

用可能性を見出した。 

 

表３－２．鉛模擬汚染土壌の溶出試験条件と結果 

溶 媒 溶媒初期 pH 溶出液 pH 鉛溶出量(mg/L) 

イオン交換水 6.75 4.30 6.5 

水道水 7.62 4.75 5.4 

酸性電解水 3.97 4.08 11.5 

酸性電解水 2.89 3.21 27.1 

 

 

図３－３．異なる溶媒による鉛の溶出特性比較 

 

 

ⅳ）電気修復法における浄化メカニズムと浄化効率向上に関する研究 

（ａ）目的 
電気（動電学的）土壌修復による重金属の浄化において土壌 pH はその浄化効率を

左右する大きな要因である。土壌中に保持される重金属の形態は，重金属により，ま

た，土壌種により傾向が異なる。本研究では、鉛、カドミウムを対象物質として、正

確に粒径を制御された細粒カオリンに吸着させた模擬汚染土壌について、その土壌 pH
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や電解液濃度が浄化効率に及ぼす影響について、浄化試験を実施しながら評価検討を

行った。 

 

（ｂ）成果 
    実験は土壌を強く酸性化するケース（acidic condition）と中性付近に保持するケ

ース（neutral condition）および土壌を強く塩基性化（アルカリ化）するケース（basic 

condition）の条件下で実施し、電気土壌修復法による鉛およびカドミウムの浄化効

率に与える土壌 pHの影響について、通電終了後の土壌 pHと土壌内の鉛濃度の分布を

相対濃度を調査した。 

    使用した電気土壌修復実験装置概略図を図４－１に示す。鉛の場合、土壌を強く酸

性化するケースでは，鉛は土壌からほとんど除去される結果となった。（図４－２）

一方，土壌 pHが中性に保持するケースでは，陰極槽において鉛は全く検出されず鉛

は浄化されないことが分かった。このように，鉛の浄化効率には土壌 pHが強く影響

し，効果的に浄化するには土壌を強く酸性化する必要がある。 

カドミウムの場合は、土壌を強く酸性化するケースでは，カドミウムは土壌からほ

とんど除去される結果となった。（図４－３）一方，土壌 pHが中性に保持するケース

では，カドミウムは土壌試料中央付近から陰極側にかけて滞留していることが分かっ

た。さらに，土壌を強く塩基性にした場合，カドミウムは土壌全体に滞留したままで，

全く浄化されなかった。このように，カドミウムの浄化効率には土壌 pHが強く影響

し，効果的に浄化するには土壌を強く酸性化する必要がある。ただし，鉛と比較した

場合，カドミウムは中性領域において土壌内から系外に除去することはできなかった

が，全体として陰極方向に移動しており鉛よりは移動性が高いことが分かった。 
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図４－１．電気土壌修復実験装置概略図 

 

   

 

図４－２．土壌中の鉛濃度分布   図４－３．土壌中のカドミウム濃度分布 

 

 

ⅴ）印加電圧パルス化による浄化効率向上 

（ａ）目的 
電気修復法での更なる浄化効率の向上を目指した検討は、コスト低減の観点から重

要である。本研究では、六価クロムならび鉛による模擬汚染土壌に、直流電流を矩形

波として印加し、印加電圧パルス化による電力使用量の削減効果を実験的に検証した。 
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（ｂ）成果 
浄化試験は、鉛、六価クロムを対象汚染物質とし、土壌汚染対策法の含有量基準値

の３倍の汚染濃度に調製された模擬汚染土壌を試験キットに充填し、定電圧直流電源

に分単位で印加電圧の ON/OFFを制御できる試作パルス発生装置を接続し、両電極間

に所定の電圧を印加して実施した。浄化に必要な電力消費量の目標値を、鉛模擬汚染

土壌については2,407kWh/m3、六価クロム模擬汚染土壌については2,324kWh/m3とし、

電圧印加パルス化による浄化効率を評価した。（表５－１、５－２）結果として、鉛

模擬汚染土壌では Duty（電圧 ON時間の比率）が 50～80％で浄化に必要な電力量を 17％

以上、六価クロム模擬汚染土壌では Duty（電圧 ON時間の比率）が 50～90％で浄化に

必要な電力量を 39％以上削減することが可能であることが分かり。印加電圧パルス化

による浄化効率向上が確認できた。 

 

表５－１．鉛模擬汚染土壌の結果 

 

 

表５－２．六価クロム模擬汚染土壌の結果 

 

 

 

ⅵ）電解水添加による浄化効率の向上 

（ａ）目的 
本研究ではⅲ）項で示された酸性電解水の効果を、六価クロムならび鉛による模擬



 

117 
 

汚染土壌を使用した浄化試験により実験的に検証した。 

 

（ｂ）成果 
浄化試験は、鉛、六価クロムを対象汚染物質とし、土壌汚染対策法の含有量基準値

の３倍の汚染濃度に調製された模擬汚染土壌を試験キットに充填し、塩化ナトリウム

溶液を電気分解して生成した酸性電解水を土壌に添加して実施した。鉛汚染土壌では

電解水の添加により鉛の脱離が促進されると考えたが、目標とする削減率を達成する

ような効果はなかった。一方、六価クロム汚染土壌浄化に必要な電力消費量の目標値

を、鉛模擬汚染土壌については 2,610kWh/m3、六価クロム模擬汚染土壌では検討した

5条件のうち 4条件で目標とする削減率を上回った。（表６－１、６－２） 

 

表６－１．鉛模擬汚染土壌の結果 

 

 

表６－２．六価クロム模擬汚染土壌の結果 

 

 

ⅶ）原位置浄化試験による実証試験の浄化条件決定 

（ａ）目的 
粘土を主成分とする実際の鉛汚染サイトの土壌を対象として、平成 23～24 年度実
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施の浄化試験キットを用いた実汚染土壌ラボテストの結果をもとに、浄化に要する単

位電力量を最小にするような土壌 pH‐電解液 EC の最適条件を、原位置浄化試験によ

り実験的に導出し、次フェーズで実施予定の原位置実証試験の浄化条件を決定する。 

 
（ｂ）成果 

   鉛汚染があるサイトについて、実証試験位置を決定するために、第一次調査として

50m×25m の範囲で鉛汚染分布を確認し、更に絞り込んだ範囲（16m×8m）で鉛汚染分

布（図７－１）を調査した。広い範囲で鉛汚染が分布しているが、土壌の状態、滲出

水の有無等を考慮した上で、鉛含有量基準値の３倍以上の汚染を有する位置を原位置

浄化試験及び実証試験場所に決定した。（図中、緑色点線で囲まれた部分） 

 

 

図７－１．実証試験サイトの鉛汚染分布 

 

    原位置浄化試験レイアウトの概要を図７－２に示す。浄化対象土壌の両側に重機で

穴を掘り、そこにプラスチック製容器を埋め込み、電解液槽とした。（図７－３）アノ

ード電極は金属酸化物をコーティングしたチタン、カソード電極はステンレスを使用

した。土壌壁と電解液の間はプラスチック製メッシュで仕切った。電解液は常時ポン

プで外部に取り出し pH測定を行い、必要に応じて水酸化ナトリウム溶液又は硝酸溶液
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を添加して pH制御を行った。 

 

図７－２．原位置浄化試験レイアウト 

 

  

図７－３．原位置浄化試験 

 

 

原位置浄化試験は、直流電源装置から一定電流が流れるように電圧を印加し、電解

液は pH 監視・制御を行った。試験は土壌 pH‐電解液 EC、電圧印加パルス、電解水添

加の 3つのパラメータについて各 3条件について、現在も実施中である。 
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 ②電気修復法に使用する電極・井戸の最適化に関する評価検討 
（ａ）目的 

浄化コストの低減には、設備としての電極ならびに電極井戸の数と配置の最適化、

電極材料ならびに井戸構造の最適化が欠かせない。 

電極材料・形状や井戸構造の最適化を図ることで、井戸内電解液中の電極表面に生

じる電気抵抗値を低減させて、電極－電解液間の電圧降下を抑制する。供給される電

流が対象土壌へより有効に使用されるので、結果として消費電力の低減を図ることが

可能となる。 
 
（ｂ）成果 

今回の開発では、アノード側の電極材料はソーダ電解などで用いられるチタンに金

属酸化物をコーティングしたものを使用し、従来の板状の試料と表面積の異なる３種

類のエクスパンドメタルで評価を行った。（表８－１）カソード側の電極には板状の

ステンレス（表面積 3850mm2）を用いた。 

 
表８－１．評価に使用したアノード電極 

試料名 板状試料（従来品） エクスパンドメタル１ エクスパンドメタル２ エクスパンドメタル３

表面積 3850mm2 6141mm2 3999mm2 2773mm2

形状

 

 

図８－１に実験装置全景を示す。 

測定は、電解液槽に硝酸で pH を２に調製した電解液（電気伝導度 4.5mS/c）を投

入し、定電圧直流電源で電圧を印加した。入力電圧を段階的に上昇させ電流を測定し

た。電圧 100V 時における各電極での抵抗値を計算した結果、エクスパンドメタルは

従来品の板状電極とほぼ同等との結果が得られた。（表８－２） 

試験に使用した各電極の電解液に浸漬された部分の重量を計算により求めたとこ

ろ、板状試料が 129g であるのに対し、エクスパンドメタル３は 4gと軽く、従来の板

状試料より軽量な電極としてエクスパンドメタルが有効であることを見出し、目標の

重量２／３を達成することができた。 
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アノード電極

カソード電極

直流電源

電解液槽

 

図８－１． 評価装置全景 

 

表８－１．アノード電極と抵抗値 

アノード電極 板状試料 エクスパンドメタル1 エクスパンドメタル2 エクスパンドメタル3

抵抗値 140MΩ 142MΩ 139MΩ 137MΩ
 

 

 

 ③汚染現場における汚染分布領域の特定技術の確立 
（ａ）目的 

重金属類による汚染は土壌の強い吸着性などにより、一般的に局所的である。この

ことから汚染領域を現場で簡便に特定することは、浄化規模を適正にする上で必要で

あり、オンサイト測定評価技術の実用化は電気修復法の低コスト化の一方策として重

要である。本研究ではオンサイト汚染領域特定技術及びオンサイト簡易分析法と公定

法との相関・信頼性の検討を実施した。 
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（ｂ）成果 
オンサイト汚染領域特定技術の開発では、携帯型蛍光 X線分析装置（図９－１）を

使用して、鉛・カドミウムなどの分析データに影響を与える諸条件（試料粒径など）

を調査検討し、適用性を把握した上で、実際に小規模な汚染領域の土壌について測定

の後、マッピングを試みた。 

携帯型蛍光 X 線装置を用いて分析する場合、粉末試料をホールダに充填し、

Polypropyleneフイルムで封じて、大気圧条件下で分析しても十分な精度が得られた。

また、GPS 受信機内蔵のモバイルマッパー（MobileMapper CX）を導入しその位置測定

精度を検証した結果、モバイルマッパーの位置測定精度は 30cm 以内に抑えることが

可能であることが分かった。携帯型蛍光 X線装置とモバイルマッパーを組み合わせて

利用すると、迅速なオンサイトマッピングが可能と考えられる。 

 

 

図９－１． 携帯型蛍光Ｘ線分析装置 

 

オンサイト簡易分析法と公定法との相関・信頼性の検討では、鉛の全含有量が

450mg/kgである模擬汚染土壌を対象とした測定で、448±3mg/kgの実測値を得ること

ができ、測定手法として十分な精度があることを確認した。 

 
 ④低コスト電力（自然エネルギー等）の活用の検討 
（ａ）目的 

電力コスト低減の目的で、より低コストの電力たとえば太陽光発電など自然エネル

ギーによる電力の利活用を検討する。利用する電力の目標コストは、複数の使用電力

料金の平均値として、1kWhあたり 10円をめざした調査を実施した。 
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（ｂ）成果 
文献調査や日本の太陽光発電パネルメーカー、電力会社にヒアリングを行い、一定

の設計条件下では電気修復法への技術的適用は可能との結果が得られたが、コスト面

からは商用電力料金が\8.5/kWh（当社工場実績）であるのに対し、太陽光発電による

電力料金は現状では最も安く見積もった場合でも\15.7/kWh であり、コスト削減とい

う視点から太陽光発電の採用は厳しい状況にあることが判明した。電力会社による太

陽光発電の買取も考慮に入れれば、今後、太陽光発電のメリットは大きくなると考え

る。 

 
⑤電気修復法による浄化実証試験の実施と目標浄化コストの検証 

（ａ）目的 
 模擬汚染土壌で得られた知見と、実際の汚染サイトから採取された実汚染土壌での評価

を基に、現場での実証試験により、浄化に要する電力量とその際の浄化コストを確認、検

証する。 
 
（ｂ）成果 

 現在、試験を実施中であり、試験終了後の 1 月～2 月にかけて結果をまとめ、浄化に要し

た電力量と浄化コストを検証できる見込である。 
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（ｂ）成果 

文献調査や日本の太陽光発電パネルメーカー、電力会社にヒアリングを行い、一定

の設計条件下では電気修復法への技術的適用は可能との結果が得られたが、コスト面

からは商用電力料金が\8.5/kWh（当社工場実績）であるのに対し、太陽光発電による

電力料金は現状では最も安く見積もった場合でも\15.7/kWh であり、コスト削減とい

う視点から太陽光発電の採用は厳しい状況にあることが判明した。電力会社による太

陽光発電の買取も考慮に入れれば、今後、太陽光発電のメリットは大きくなると考え

る。 

 

⑤電気修復法による浄化実証試験の実施と目標浄化コストの検証 

（ａ）目的 

 模擬汚染土壌で得られた知見と、実際の汚染サイトから採取された実汚染土壌での評価

を基に、現場での実証試験により、浄化に要する電力量とその際の浄化コストを確認、検

証する。 

 

（ｂ）成果 

 現在、試験を実施中であり、試験終了後の 1 月～2 月にかけて結果をまとめ、浄化に要し

た電力量と浄化コストを検証できる見込である。 
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（４）「次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発」 

国立大学法人岐阜大学、国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学 

   

土壌・地下水汚染は、人の健康や生活環境に影響を及ぼすおそれがあるばかりでなく、土地の

ブラウンフィールド化による経済の停滞０を引き起こす深刻な問題である。特に塩素化エチレン類

による汚染は発生件数が多く、広範囲に及んでいることが知られている。そこで効果的な汚染対策

を推進するために、原位置処理が可能で低コストで実施可能な広範囲の汚染に対応した浄化技

術の一つであるバイオレメディエーション（以下、「バイレメ」という）の利用促進が求められている。 

従来のバイレメであるバイオスティミュレーション法では、土着分解菌を活性化させて浄化を

行うため、汚染現場に有効な分解菌が少ない場合や、存在しないケースも多く、浄化に要する期

間の長期化や有害な分解生成物の蓄積という問題があった。そこで、これらの問題を解決できる方

法として、外部で分離された強力な分解菌を導入する次世代型のバイオレメディエーション（バイ

オオーグメンテーション法）を利用した浄化技術の普及が期待されている。バイオオーグメンテーシ

ョンによる浄化においては、環境中への微生物導入における安全の確保に万全を期するため、導

入微生物の生態系への影響及びヒトへの健康影響などについて「微生物によるバイオレメディエー

ション利用指針」（「バイレメ指針」、経済産業省・環境省 H17 年 7 月告示）が定められ、バイオオー

グメンテーション事業の指針への適合について確認を求めるようになっているが、制度の活用は進

んでいない。また、バイオオーグメンテーションを実施しようとする事業者にとっては経験の浅い部

分であるにもかかわらず、指針への適合確認を申請するための具体的なプロトコールが提示され

ておらず、バイレメ指針への適合申請はコスト面でも大きな負担となっており、事業者にとって、指

針に適合したバイオオーグメンテーションに使用する菌株の開発には、多くの障害がある。 

そこで、本研究開発では、バイオオーグメンテーションの普及のために、以下の項目について、

研究開発を行う。 

 

研究開発項目①「バイオレメディエーションのための標準微生物の確立」（H22-26 年度） 

サブテーマ：1-1．微生物の安全性評価のための情報基盤の開発 

「微生物を利用したバイオレメディエーション指針」に準じたバイレメ用分解菌の標準的な安全性

評価手法の開発を最終目標として、有害菌とバイレメ菌を株レベルで高精度に判別するための手

法の開発を実施する。 

 

研究開発項目①「バイオレメディエーションのための標準微生物の確立」（H22-24 年度） 

 サブテーマ：1-2. 標準微生物の確立（バイオオーグメンテーション実施環境の整備） 

バイオオーグメンテーション普及のために、オーグメンテーション用のバイレメ指針適合株の開

発と公共的なストックの整備を最終目標として、塩素化エチレン類分解菌の単離・収集を行い、指

針適合を進める。 
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研究開発項目②「多種微生物群の包括的解析技術の開発」（H22-26 年度） 

分解菌を環境へ導入した際の生態系影響評価について、「微生物を利用したバイオレメディエ

ーション指針」に準じた高精度で合理的な評価手法を開発する。 

 

研究開発項目③「生態系への総合的影響評価手法の開発（実証実験）」（H25～26 年度） 

汚染現場でのオーグメンテーション実験において、開発した指針適合菌及び評価手法の評価・

改良を進めるとともに浄化の際の微生物叢変化をモニタリングすることで生態系に与える影響を評

価し、科学的知見の蓄積によるバイオオーグメンテーションに対する社会的受容性の向上を目指

す。 

 

   

「研究開発項目 （２）VOCの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発」
「次世代型バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発」

事業者の開発負担を軽減

次世代型バイオレメディエーション＝オーグメンテーション普及のための課題

高い費用負担
標準的な手法・判定基準がない

導入微生物の生態系影響に関する
科学的知見が不足

問題点１： バイレメ指針適合が高いハードル

問題点３： 微生物利用に対する社会受容性

問題点２： 直ちに利用できる菌株がない

特定の企業のみが適合株を所有
指針適合株が少ない

社会的受容性の向上
バイレメの利用促進を目指す

指針適合のため
の合理的な
標準手法の開発

指針適合分解菌
（標準菌）の
複数開発と分譲

生態系影響に
かかわる
科学的知見の提供

解決策
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研究開発項目①「バイオレメディエーションのための標準微生物の確立」 

①-1．微生物の安全性評価のための情報基盤の開発   国立大学法人岐阜大学 

緒言 

バイオオーグメンテーションを実施するにあたり、バイレメ指針への適合確認を実施し、利用菌

株自身の安全性を確認することが重要である。既知の有害菌については、その危険度に応じてバ

イオセーフティレベル（BSL）が設定されており微生物の危険性を判断する一つの指標となってい

る。したがって、利用菌株の属・種名を特定することで、その菌株の BSL の判定結果に基づいた安

全性評価が実施できる。しかし、バイレメ利用菌株は、しばしば病原菌と系統的に類似している場

合があり、その判断に困難が生ずる。 

利用菌株の BSL 判定には、第一に菌株を適切に同定することが必要である。細菌の同定には、

16S rRNA の遺伝子配列を利用した手法が一般化しているが、16S rRNA 遺伝子配列のみでは類

縁菌との判別や同定が困難であり、非病原性の利用菌株を有害菌種として誤って判定してしまい

その利用が妨げられることが少なくない。そのため、利用菌株と有害菌との同異をより高い精度で

判定するために、16S rRNA 遺伝子よりも多型なハウスキーピング遺伝子の情報に基づいた同定を

行う必要がある。さらに、上記のハウスキーピング遺伝子についての情報は一般ユーザーに使い

やすい形で整理されておらず、データの整備が望まれる。 

そこで、バイレメ指針の適切な解釈に基づいた実効性のある合理的な安全性評価手法の開発を

目的として、以下の 2 項目について開発を行った。①これまでに遺伝子情報の不足している有害

菌のゲノム情報を取得し、ハウスキーピング遺伝子の情報に基づいて有害菌株を合理的に判別す

るための手法について検討した。②バイレメ事業者が、利用菌株と有害菌との区別をより迅速に行

える環境を整備することを最終目的として、有害菌の公開データベース構築を目指し、ヒト病原菌

に加え、動物（家畜）病原菌について情報を収集した。 

 

２．事業内容 

1）有害菌のドラフトゲノム解析と指標遺伝子の特定 （共同実施：製品評価技術基盤機構） 

ゲノム解析対象株の選定 

日本細菌学会等により作成されている有害菌リスト（BSL リスト）には、ヒトおよび家畜の既知病原

細菌（の属種名）が網羅され、その危険性によって 3 段階に分類されている。掲載されている各菌

株において分解菌として報告のある属種や土壌・地下水等から頻繁に検出される環境有害菌をバ

イオレメディエーション関連菌株として抽出する調査を実施し、論文等の情報を基に 17 属 199 種

（BSL3：9 種、BSL2：73 種、BSL1：117 種[うち日和見菌 116 種]）を選定した。さらに、それらについ

て、ゲノム解析状況の調査を実施し、種別判定のための指標として利用できる遺伝子情報が不足

している菌株のリストアップを行った（表①-1-1）。その結果、BSL3 の病原菌のうち全ゲノム解析が

行われているものは 9 種中 6 種であったが、BSL2 においては 73 種中 24 種のみであり、またこれ

らの情報の多くは菌種で一株の配列情報しかなく、判別手法の開発のためには公共データベース

から得られる遺伝子情報が十分ではないことが明らかとなった。 
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         表①-1-1. 環境有害菌のゲノム解析状況 

 

  

属名 BSL† 種（数） ゲノム未解析種(数）

2 1 0

 1* 10 3

2 4 2

 1* 7 7

Arthrobacter  1* 4 4

3 1 0

2 1 0
 1* 1 0

3 2 0

2 1 1
 1* 6 1

2 1 0

 1* 11 9

2 14 8

 1* 20 19

Comamonas  1* 4 4

2 3 1

 1* 3 2

Flavobacterium  1* 4 3

Gordonia  1* 4 3

3 6 3

2 30 21
 1* 26 24

2 16 13

 1* 7 7

Paenibacillus 1 1 0

2 1 0

 1* 5 3

Ralstonia  1* 3 1

2 1 0

 1* 1 1

†BSL1*：バイオセーフティレベル１の日和見感染菌

Nocardia

Pseudomonas

Rhodococcus

Mycobacterium

Acinetobacter

Aeromonas

Bacillus

Burkholderia

Citrobacer

Clostridium

Escherichia
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22 年度から 24 年度においては、以下の属種の基準株数種についてゲノム解析を実施し（表

①-1-2）、分類指標となるハウスキーピング（HK）遺伝子の取得と、その遺伝子配列情報に

基づいた判別手法の検討を実施した。いずれの属についてもゲノム情報の蓄積が少なく菌

種の判別の指標となる遺伝子の情報が不足している。 

 

ゲノム解析対象株と選定理由 

①Escherichia 属 

大腸菌Escherichia coli はヒトや動物の腸内常在菌であるため、その糞便に汚染された地下

水や土壌、または、食品等の幅広い環境で頻繁に検出される。野生株の大腸菌はバイオセー

フティーレベル2（BSL2）に分類されているが、その多くは人の糞便内常在菌と同じく特定の病

原因子を持たない。現状での一般的な大腸菌検査は糞便大腸菌というあいまいな概念で同定

されている。この定義に入る糞便大腸菌は幅広く、腸内細菌科 Family  Enterobacteriaceaeに

分類される菌群が含まれるため、検査の信頼性が低い。また、この概念では病原性大腸菌や赤

痢菌など重要な病原菌が検出されない問題がある。 

 

②Acinetobacter 属 

Acinetobacter 属は、広く自然界の土壌や水系に存在すると共に、病院のみならず家庭でも

洗面台などの湿潤な室内環境からの検出も多い。また、感染防御能が低下した患者に対し呼

吸器感染症、尿路感染症、創傷感染症などを引き起こす日和見感染菌も含まれる。特に代表

的な菌種であるA. baumannii は最も高頻度に人の臨床材料から分離され、多剤耐性菌である

ことから有効な抗菌薬がほとんどなく、深刻な問題となっている。その一方で、Acinetobacter 属

の菌種には、油分解菌として多数の菌株が単離されており、他の分解菌に比べ長鎖のアルカン

を分解できる能力を持つものが多く、バイオレメディエーションにおける利用が期待されている。

このように、この属の菌種はしばしば日和見感染症を起こす菌種として知られており、特にA. ba

umannii の薬剤耐性株は感染症法で5類感染症病原体として指定されている。従って、バイオ

レメデイエーションに使用される株がA. baumannii と同じ菌種であるか、異なった菌種であるか

を識別することは重要な情報であり、類縁菌株とA. baumannii の識別は特に重要になってい

る。 

 

③Aeromonas 属 

Aeromonas 属は、胃腸炎，敗血症，創傷感染症，髄膜炎，肺炎の感染症の原因菌としての

報告も多く、特に人に下痢を起こすA. hydrophila（A. hydrophila subsp. anaerogenes、 A. hy

drophila subsp. hydrophila）、 A. sobria、 および A. veroniiがBSL2に指定されている。さら

に、以下の9種、A. allosaccharophila、 A. caviae、 A. salmonicida subsp. achromogenes、 

A. salmonicida subsp. masoucida、 A. salmonicida subsp. pectinolytica、  A. salmonicida 

subsp. salmonicida、 A. salmonicida subsp. smithia、 A. schubertii および A. trotaが日和
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見感染菌（BSL1*）に分類されている。ヒト臨床分離株の85%以上はA. hydrophila、 A. caviae、

A. veronii が占めている。1, 2) また好冷性のA. salmonicida、A. hydrophila およびA. veronii

 は魚病細菌として重要である。3) Aeromonas 属細菌は河川や湖沼などの淡水域をはじめとし

て、汽水域，沿岸域，またそれらの水域に生息する魚介類に広く分布しており，地下水や下水

および土壌からも検出されている。1, 3) また、実際に我々の昨年度の調査においても、トリクロロ

エチレンのバイオスティミュレーション試験サンプルで高頻度に検出されていることから、Aeromo

nas 属種間での判別手法は重要である。 

 

④Citrobacter 属 

 Citrobacter 属はヒトおよび動物の腸管内および河川水、下水、土壌、海水域および食品な

ど環境中にも幅広く分布している。尿路感染、呼吸器感染、手術部位感染、血流感染を起因す

る日和見感染の起因菌であり、特にC. freundii はしばしば臨床検体から単離されている。記

載種11種のうち、C. rodentium はマウスの病原菌であり、4) 日本細菌学会における病原細菌

のBSL2に分類されている。それ以外の10種（C. amalonaticus、C. braakii、C. farmeri、    

C. freundii、C. gillenii、C. koseri、C. murliniae、C. sedlakii、C. werkmanii、C. youngae）は

何れもヒト臨床試料から分離されており、5)  BSL1*に分類されている。また、腸管内棲息菌で

あることから糞便由来による地下水等への流入の可能性があり、地下水のバイオスティミュレー

ション試験サンプルにおいても検出される恐れがある。さらに、病原菌である大腸菌やサルモネ

ラ菌と系統学的に非常に類似しており、その判別は困難を伴う。 

 

⑤Nocardia 属、Gordonia 属 

Nocardia 属、Gordonia 属は共に土壌等の環境から広範囲に検出される菌株であり、アルカン等

の炭化水素分解菌として報告例も多くバイレメへの利用が期待される。その一方で、これらの属の

一部の菌種は、感染症の起因菌としても報告されている。特に、Nocardia 属による感染症（ノカル

ジア症）は年間約 200 例近くあることから主要な病原性放線菌であると考えられている。 

 

⑥Burkholderia 属 

Burkholderia 属は、自然環境に常在する細菌で、PCB や 2、4-D などの有害物質分解能や植物

の生長促進作用を示すものが含まれる非常に産業有用性の高いグループである。その一方で、ヒ

トや植物に対する病原菌も多い。ヒト病原菌では、嚢胞性繊維症患者において重大な肺疾患をも

たらす B. cepacia や人畜共通病原菌として知られる B. mallei （鼻疽菌）および B. pseudomallei 

（類鼻疽菌）がある。また、B. cepacia、 B. gladioli、B. glumae、B. plantari 等が植物病原菌として知

られている。また、Burkholderia 属の中で最も危険度が高い B. mallei、B. pseudomallei は BSL3 で

あるが、これらの菌株の 16S rRNA 遺伝子は土壌から分離される B. thailandensis のものと 99％以

上類似しており、識別できない。 
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   表①-1-2. ドラフトゲノム解析株 

 

実施年度 属/種名 株名 特徴 単離源 シーケンス手法
平均リード

長(b)
解析塩基数

(Mb)
コンティグ

総延長(Mb)

H22 Acinetobacter  sp. NBRC 100985 アルカン分解菌 海水 454 412 123 3.52

H22 Escherichia albertii　 GTC 14781T=NBRC 107761T BSL 2 ヒト糞便 454 430 138 4.45

H22 Escherichia blattae GTC 01342T=NBRC 105725T 有害菌類縁菌 昆虫後腸 454 393 64 4.04

H22 Escherichia hermannii GTC 00347T=NBRC 105704T BSL １（日和見） ヒト 454 405 80 4.5

H22 Escherichia vulneris GTC 00348T=NBRC 102420T BSL １（日和見） ヒト 454 388 45 4.36

H22 Citrobacter farmeri GTC 01319T=NBRC 105728T BSL １（日和見） ヒト糞便 454 427 132 4.93

H22 Citrobacter freundii GTC 00108T=NBRC 12681T BSL １（日和見） ― 454 391 73 4.9

H22 Citrobacter werkmanii GTC 01321T=NBRC 105721T BSL １（日和見） ヒト血液 454 405 91 4.95

H22 Gordonia alkanivorans NBRC 16433T アルカン分解菌 土 454 441 128 5.07

H22 Gordonia polyisoprenivorans NBRC 16320T ポリイソプレン分解菌 タイヤ 454 452 102 6.29

H22 Nocardia asteroides GTC 00769T=NBRC 15531T BSL 2 ― 454 430 128 6.96

H22 Nocardia brasiliensis NBRC 14402T BSL 2 ― 454 445 133 8.9

H23 Acinetobacter  sp.
NBRC 108641

長鎖アルカン分解菌 土壌 454,HiSeq1000
(454)435

(HiSeq1000)99
844 4.10

H23 Acinetobacter lwoffi
GTC 00071

BSL １（日和見） ― 454,HiSeq1000
(454)423

(HiSeq1000)97
807 3.46

H23 Aeromonas hydrophila  subsp. anaerogenes GTC 2794 BSL １（日和見） 油乳剤 HiSeq1000 98 769 4.52

H23 Aeromonas hydrophila subsp. dhakensis GTC 2814 BSL １（日和見） 糞便（下痢症小児） HiSeq1000 97 765 4.74

H23 Aeromonas hydrophila subsp. ranae GTC 2816 BSL １（日和見） 肝臓（蛙、敗血症） HiSeq1000 97 767 4.67

H23 Aeromonas sobria GTC 409 BSL １（日和見） 魚 HiSeq1000 98 772 4.88

H23 Leclercia adecarboxylata
NBRC 102595T

飲料水 454,HiSeq1000
(454)438

(HiSeq1000)92
786 4.98

H24 Acinetobacter  sp.
20B

TCE分解菌 土壌 454,HiSeq1000
(454)403

(HiSeq1000)97
672 4.59

H24 Comamonas aquatica
NBRC 14918T

BSL １（日和見） 淡水 454,HiSeq1000
(454)526

(HiSeq1000)97
713 3.72

H24 Comamonas terrigena NBRC 13299T BSL １（日和見） 蒸留水 HiSeq1000 97 468 4.62

H24 Burkholderia gladioli
NBRC 13700T

植物有害菌 池水 454,HiSeq1000
(454)409

(HiSeq1000)97
617 8.77

H24 Burkholderia bannensis NBRC 103871 植物有害菌 植物（ハイキビ） HiSeq1000 98 561 8.61

H24 Nocardia farcinica
NBRC 15532T

BSL 2 ― 454,HiSeq1000
(454)502

(HiSeq1000)98
840 6.38

H24 Nocardia nova NBRC 15556T BSL 2 ― HiSeq1000 90 641 7.82

H24 Nocardia salmonicida NBRC 13393T BSL 2 ベニマス HiSeq1000 96 717 8.21
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有害菌のドラフトゲノム解析 

解析に使用する菌株は、製品評価技術基盤機構生物遺伝資源保存施設（NBRC）、または、岐

阜大学医学部病原微生物遺伝子資源センターより入手した（表①-1-2）。すべての菌株は、802 培

地(http://www.nbrc.nite.go.jp/cultures.html)を用いて30℃で好気的に培養した。ゲノムDNAの抽

出は、リゾチーム（終濃度 5mg/ml、37℃、30 分）およびプロテアーゼ K（終濃度 0.5mg/ml、55℃、

60 分）で溶菌後、EZ1 DNA extraction kit （キアゲン社製）を用いて行った。ゲノム解析は、454 GS 

FLX＋（ロシュ社製、以下 454 という）、または、Hiseq1000（イルミナ社製）を用いてシーケンスを実

施し、Newbler（ロシュ社製）を用いてアッセンブルを行った。各シーケンスは、ゲノムサイズに対して

冗長度が 10 を越えるように実施した。 

 

２） 指標遺伝子を利用した病原菌特定方法の開発 

分類指標候補遺伝子の取得 

対象とした属種で全ゲノムが公開されている場合においては、その該当遺伝子のアミノ酸配列お

よび塩基配列について、それぞれ Uniprot（URL: http://www.uniprot.org/）または EMBL-EBI

（URL:http://www.ebi.ac.uk/）から取得した（表①-1-3）。本事業で新たに解析したゲノム配列に

つ い て は 、 微 生 物 ゲ ノ ム ア ノ テ ー シ ョ ン 実 行 パ イ プ ラ イ ン で あ る MiGAP （ URL: 

http://www.migap.org/）に投入し ORF の決定およびマルチファスタの作成を行い、BLAST 検索に

よって該当遺伝子を抽出した。公開されているドラフトゲノムからは、コーディング配列のマルチフ

ァスタファイルを NCBI（URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome）から取得し BLAST 検索によっ

て該当遺伝子を特定し、配列を取得した。 

各遺伝子セットは多重整列プログラム ClustalX v1.83（URL: http://www.clustal.org/) によって

アライメントを作成し、GeneDoc v2.7（URL:http://www.nrbsc.org/gfx/genedoc/）を用いて、一番短

い配列に合わせてトリミングを行った。また、作成したアライメントを用いて BioEdit（URL: 

http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html）により進化距離行列表を作成した。さらに、トリミ

ン グ 後 の 各 遺 伝 子 配 列 を 連 結 し 、 ClustalX で ア ラ イ メ ン ト を 作 成 し た 後 、 NJprot

（URL:http://pbil.univ-lyon1.fr/software/njplot.html）を用いて系統樹を描図した。 

また、今回解析したゲノム情報を用いて、毒素遺伝子など病原性に直接かかわる遺伝子（病原

遺伝子）の有無の確認を実施した。対象とした菌種について、文献検索等により、病原遺伝子の情

報を収集した。次に、Uniprot からその配列情報について取得し、解析したゲノム情報を対象に

BLAST 検索によって該当遺伝子の抽出を試みた。 
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表①-1-3．解析に用いた菌株の情報 

 

 

 

菌株名 ゲノム情報 単離源 備考

　Acinetobacter  属

Acinetobacter baumannii 1656-2 CP001921 不明 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter baumannii AB307-0294 CP001172 血液 多剤耐性菌

Acinetobacter baumannii AB0057 CP001182 血流感染患者 多剤耐性菌

Acinetobacter baumannii ACICU CP000863 不明 多剤耐性菌

Acinetobacter baumannii TCDC-AB0715 CP002522 菌血症患者 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter baumannii SDF CU468230 ヒトジラミ 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter baumannii ATCC 17978 CP000521 髄膜炎患者 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter baumannii AYE CU459141 ヒト 多剤耐性菌

Acinetobacter calcoaceticus RUH2202 ACPK00000000 傷口 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter calcoaceticus PHEA-2 CP002177 工場廃水 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter lwoffii GTC 00071 23年度解析株 不明 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter  sp. AS3 23年度解析株 土壌 アルカン分解菌

Acinetobacter  sp. AS4 personal communication 土壌

　Aeromonas  属

Aeromonas caviae Ae398 CACP01000000 胃腸炎患者 病原菌（BSL2)

Aeromonas hydrophila
b  

GTC 2794 23年度解析株 油乳剤 病原菌（BSL2)

Aeromonas hydrophila
b  dh k i

GTC 2814 23年度解析株 糞便（小児、下痢症）

Aeromonas hydrophila
b  h d hil

ATCC 7966 CP000462 缶詰のミルク 病原菌（BSL2)

Aeromonas hydrophila
b  

GTC 2816 23年度解析株 肝臓（蛙、敗血症） 病原菌（日和見感染症）

Aeromonas salmonicida A449 CP000644 ニジマス 病原菌（日和見感染症）

Aeromonas sobria GTC 409 23年度解析株 魚 病原菌（BSL2)

Aeromonas veronii B565 CP002607 底泥（養殖池） 病原菌（BSL2)

　Citrobacter  属

Citrobacter farmeri GTC01319 22年度解析株 糞便 病原菌（日和見感染症）

Citrobacter freundii NBRC 12681 22年度解析株 不明 病原菌（日和見感染症）

Citrobacter werkmanii NBRC 105721 22年度解析株 血液 病原菌（日和見感染症）

Escherichia albertii NBRC 107761 22年度解析株 糞便（小児、下痢症） 病原菌（BSL2)

Escherichia blattae NBRC 105725 22年度解析株 後腸（ゴキブリ）

Escherichia hermannii NBRC 105704 22年度解析株 足指 病原菌（日和見感染症）

Escherichia vulneris NBRC 102420 23年度解析株 傷口 病原菌（日和見感染症）

Lecklercia adecarboxylata NBRC 102595 23年度解析株 飲料水

　Gordonia, Nocardia  属

Gordonia alkanivorans NBRC 16433 22年度解析株 タール、フェノール汚染土壌 アルカン分解菌

Gordonia bronchialis DSM 43247 CP001802 痰 病原菌（日和見感染症）

Gordonia polyisoprenivorans NBRC 16320 22年度解析株 タイヤ ポリイソプレン分解菌

Nocardia asteroides NBRC 15531 22年度解析株 不明 病原菌（BSL2)

Nocardia brasiliensis NBRC 14402 22年度解析株 不明 病原菌（BSL2)

Nocardia farcinica IFM 10152 AP006618 気管支 病原菌（BSL2)

　Burkholderia  属

Burkholderia acidipaludis NBRC 101816 personal communication クワイ

Burkholderia ambifaria AMMD CP000440-CP000442 エンドウ根圏 病原菌（日和見感染症）

Burkholderia bannensis NBRC 103871 24年度解析株 植物（ハイキビ） 植物有害菌

Burkholderia caledonica NBRC 102488 personal communication 根圏土壌

Burkholderia cenocepacia J2315 AM747720-AM747722 非嚢胞性線維症患者 病原菌（日和見感染症）

Burkholderia ferrariae NBRC 106233 personal communication 鉄鉱山

Burkholderia fungorum NBRC 102489 personal communication 白色腐朽菌

微生物名
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表①-1-3．解析に用いた菌株の情報（つづき） 

 

 

  

菌株名 ゲノム情報 単離源 備考微生物名

Burkholderia ginsengisoli NBRC 100965 personal communication 土壌

Burkholderia gladioli NBRC 13700 24年度解析株 池水 植物有害菌

Burkholderia heleia NBRC 101817 personal communication クワイ

Burkholderia kururiensis NBRC 107107 personal communication タバコ根圏土壌

Burkholderia mallei ATCC 23344 CP000010-CP000011 患者 病原菌（BSL3)

Burkholderia mimosarum NBRC 106338 personal communication 根粒

Burkholderia oxyphila NBRC 105797 personal communication 森林土壌

Burkholderia phymatum STM815 CP001043-CP001044 根粒

Burkholderia phytofirmans PsJN CP001052-CP001054 タマネギの根

Burkholderia pseudomallei K96243 BX571965-BX571966 臨床分離株 病原菌（BSL3)

Burkholderia terrae NBRC 100964 personal communication 土壌

Burkholderia thailandensis E264 CP000085-CP000086 水田 病原菌（日和見感染症）

Burkholderia vietnamiensis G4 CP000614-CP000616 産業廃棄物処理施設 病原菌（日和見感染症）

Burkholderia xenovorans LB400 CP000270-CP000272 PCB汚染埋立地
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有害菌判別のための指標遺伝子の特定 

① Escherichia 属 

指標遺伝子の取得 

上記のドラフトゲノム解析結果に基づき、より精密な同定のための分類指標となる遺伝子の特定

を行った。指標となる遺伝子の条件としては全細菌に普遍的に存在する保存性の高い遺伝子であ

ることが望ましい。そのため、指標遺伝子は生育に必須な遺伝子（ハウスキーピング遺伝子）の中

から選別した。既知の必須遺伝子についてのデータベース（Database of Essential Genes: 

http://www.essentialgene.org/）を参照し候補遺伝子の選定を行った。 

 

多型解析による指標遺伝子の評価 

候補遺伝子の抽出は、Escherichia 属、Shigella 属、Salmonella 属、Citrobacter 属のゲノム解析

終了株と今回新たにゲノム配列を決定した E. albertii、E. fermerii、E. vulneris、E. blattae、C. 

farmeri の情報を利用して、共通に保存されている必須遺伝子 283 個を抽出した。これらの抽出し

た各遺伝子のアミノ酸配列をもとに E. coli の種内の多型、Shigella、および Escherichia 属内の菌

種の遺伝子の多型の分布を測定した。その中で大腸菌と系統的に近く 20 株の全ゲノムが決定さ

れている Salmonella 属の Salmonella enterica と配列を比較し、各々の菌種に特異的に保存されて

いるアミノ酸配列の割合を%であらわし、Differential amino acid index (DA index)を作成した(図①

-1-1)。DA index 値が大きいほど 、菌種の識別能力が高いタンパク質配列であることを意味する。 

上記の DA index 解析結果から small subunit ribosome proteins（S1-から S21）を選択しアミノ酸

配列をすべて結合し系統樹を作製した（図①-1-2）。この結果は、シャペロンタンパク質 9 種類

（DnaJ、DnaK、 GroEL、 GroES、 GrpE、 HscA、 HscB、 HslJ、 LolA）のアミノ酸配列を使って

作成した系統樹でも同様であった(図①-1-3)。一方、E. hermannii、 E. vulneris、E. blattae は、図

①-1-2、図①-1-3 のいずれのデータからも典型的な Escherichia 属から系統的に離れており、そ

れぞれは、新属である可能性が示唆された。また、 E. coli、 Shigella 属の 4 菌種間では識別でき

る多型はなく、E. coli と Shigella が同一菌種であることも示唆された。 
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病原因子（毒素）の確認 

今回シーケンス解析を行った Escherichia 属 4 菌種について近縁の毒素生産性有害菌との比較

を行い、毒素遺伝子等の病原性に直接関わる遺伝子の保有状況について調査を行った。大腸菌

群の病原因子としては、腸管出血性大腸菌の毒素である志賀毒素(STX)、毒素原性大腸菌の毒

素である耐熱性エンテロトキシン（ST）、易熱性エンテロトキシン（LT）、腸管凝集性大腸菌の毒素

である耐熱性腸管毒素（EAST）などの毒素因子や、侵入因子および付着因子の遺伝子を調査対

象とした。その結果、Escherichia albertii のゲノムについてのみ、付着因子 Intimin 遺伝子（eaeA）

の配列が見つかったが、その他のゲノムには上記病原因子の遺伝子配列は認められなかった。 

図①-1-1. 腸内細菌科で保存されたタンパク質（アミノ酸配列）の多型解析 

Group 1: Cell wall synthesis(1-29)、 Group 2: Chaperon(30-39)、 

Group 3: DNA/RNA replication(40-75)、 Group 4: Ribosome proteins(76-122)、 

Group 5: tRNAsynthesis(123-151)、 Group 6: Unclassified(152-250)、 

Group 7: Hypervariable(251-283)、  

青: Esherichia coli、 赤: Salmonella enterica、 緑: DA index 
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図①-1-2. S1 から S21 の全リボゾームタンパク配列を結合して作製した系統樹 

 

 

図①-1-3. 主要な 9 種類のシャペロン（DnaJ, DnaK, GroEL, GroES, GrpE, HscA, HscB, HslJ, 

LolA）を結合して作成した系統樹 
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指標遺伝子を利用した病原菌特定方法の開発 

大腸菌群の検査では厳密に E. coli を同定し、病原因子の保有の有無を正確に決定する必要が

ある。一方、病原性、非病原性にかかわらず腸内細菌科の菌群を検出する方法も必要である。 

前述したように、Escherichia 属の 6 菌種と類縁の Shigella 属の 4 菌種において同じ 16S rRNA

配列を保有することが知られている。  

シャペロンタンパク質遺伝子の多型遺伝子を使って、系統樹を作成しても、E. coli、 E. 

albertii、 E. fergusonii、 および Shigella 属の 4 菌種は同じクラスターに分類され、E. coli と Shigella 

属の 4 菌種は識別できなかった。一方、E. hermannii、E. vulneris、E. blattae の 3 菌種は

Escherichia 属、類縁の Citrobacter 属、Salmonella 属から大きく離れており、それぞれ独立した属

に分類されるべき菌種であることが判明した。そこでシャペロンタンパク質の遺伝子を使い、実用的

に Escherichia 属(E. hermannii、 E. vulneris、E. blattaeを除く)を検出するプライマーを指標遺伝子

として選定した dnaJ 配列から作成し、表①-1-4 のデータを得た。Escherichia 属と Shigella 属の分

類体系の再構築が行われるまで、E. coli group として実用的には病原因子で識別する方法をとっ

た。開発した dnaJ プライマー EZPM3166、EZPM2189、EZPM2306、EZPM3042、EZPM3045 はい

ずれも表①-1-4 の Escherichia coli group のみを増幅した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表①-1-4. 大腸菌群の検出と識別 
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一方、腸内細菌科を幅広く捕捉するプライマーの作成を試みた。16S rRNA 遺伝子でデザインし

た 16 種類のプライマーは腸内細菌科類似である Vibrio、 Aeromonas などの r-Proteobacteria 菌

群が交差し、目的にかなわなかった。そこで、より多型な dnaJ 配列を使用してプライマーを新たに

設計し、その特異性の確認を行った。 

dnaJ では腸内細菌科以外の菌種の DNA の増幅はすべて見られなかったが、逆に重要な腸内

細菌科の属の菌種を増幅できないプライマーがあり、最終的に 6 種類のプライマー（広域プライマ

ー EZPM3143 、 Citrobacter  (EZPM3144) 、 Yersinia (EZPM3146 、  EZPM347) 、 Proteus  

(EZPM3148、 EZPM3150）、を混合してこれらすべての腸内細菌科の菌種を増幅するプライマー

セットを完成させた。 

 

② Acinetobacter 属 

指標遺伝子の取得 

Escherichia 属の指標遺伝子の検討の際に抽出した大腸菌群における必須遺伝子 283 個の中か

ら、広くバクテリアに保存されている多型な遺伝子を選択し、このうち 12 個を MLSA 解析のための

指標遺伝子として採用した（表①-1-5）。 

候補として選択した遺伝子はどの菌株にも一つずつ存在し、rpoB を除いて全株でほぼ全長の

配列が取得可能であった。一方、A. calcoaceticus (strain PHEA-2)の rpoB については遺伝子配

列がフレームシフトにより二つに分かれていたため、二つの配列を連結して以後の解析に用いた。 

 

多型解析による指標遺伝子の評価 

Acinetobacter 属の菌種内多型は A. baumannii 8 株、A. calcoaceticus 2 株、および A. lwoffii と

Acinetobacter spp. 2 株をまとめた Acinetobacter spp. (3 株)の 3 グループに分け、遺伝子ごとに

各グループ内での配列の違いを計算しグラフにした（図①-1-4）。A. baumannii 8 株の HK 遺伝子

の多型はほぼ 1%以内に収まっているが、Acinetobacter  spp. 3 株は多型が 10-35%と大きい。一

方、A. baumannii 8 株と A. calcoaceticus、および Acinetobacter spp. の 3 つのグループ間で多

型を測定すると図①-1-5 のように A. baumannii - A. calcoaceticus、 および A. baumannii - 

Acinetobacter spp.の多型の幅を比較することができる。さらに、アライメント結果に基づいて、各

指標遺伝子を PCR 法で増幅するためのプライマーの設計を行った（表①-1-6）。 

Acinetobacter 属の菌種間での16S rRNA遺伝子の配列相同性は95.9-100％の範囲であった。

特に主要な病原菌種間での配列多型は 1.5％以内の差異に収まるため、その識別を 16S rRNA 遺

伝子配列で行おうとしても多型が少なく、困難であることが想定された。また、各遺伝子を使った系

統樹は分解菌と病原菌の系統的位置関係が一定せず、多型の大きな遺伝子を使っても遺伝子一

つでは区別できないことが分かった。一方、その他の HK 遺伝子の配列相同性は hemK が

63.3-100%、hslJ が 59.6-100%、lolA が 67.1-100%、priA が 64.9-100%であり、これらの遺伝子を複数

組み合わせて使用することにより株の識別がより明確にできるようになった（図①-1-6）。 
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病原因子（毒素）の確認 

Acinetobacter 属細菌の病原因子および病原メカニズムに関する研究については、十分な蓄積

がなされておらず、不明な点が多い。唯一 A. haemolyticus では腸内細菌で知られている志賀毒素

生産の報告例があるものの、詳細についてはわかっていない 6、 7)。一方で Acinetobacter と類縁な

病原菌である緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa ）では、病原因子（毒素）について遺伝子レベルで

解明されている。そこで、A. haemolyticus で報告のある志賀毒素の遺伝子、および近縁の

Pseudomonas 属についても調査対象とし今回シーケンスを行った 3 株について、該当遺伝子の有

無について調査を行うことにした。緑膿菌の病原因子については、Viruelnce Factors Database 

(VFDB、 URL:http://www.mgc.ac.cn/VFs/ ) 8)から外毒素や、タイプⅢの病原因子分泌機構の外

毒素（エフェクター）のカテゴリーに分類されている遺伝子を対象とした。BLAST 検索の結果は全

て部分的な弱いヒットのみであり、今回シーケンスを行った 3 株には、病原因子の配列と有意な相

同性を示す遺伝子は存在しないことが確認できた。 

 

 

表①-1-5. 指標となる HK 遺伝子リスト 

dnaJ Chaperone protein DnaJ 

fusA Elongation factor G  

grpE Protein GrpE 

gyrB DNA gyrase subunit B 

hemK Protein methyltransferase HemK 

hscA  Chaperone protein HscA homolog 

hscB  Co-chaperone protein HscB homolog 

hslJ Heat shock protein HslJ  

lolA  Outer-membrane lipoprotein carrier protein  

lolB  Outer-membrane lipoprotein LolB 

priA Primosomal protein N' 

recA Protein RecA 

rplB 50S ribosomal protein L2 

rpoB DNA-directed RNA polymerase subunit beta  

rpoD RNA polymerase sigma factor RpoD  
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図①-1-4. Acinetobacter 属同菌種の株間での HK 遺伝子の多様性 

縦軸は多型の割合（%） 

 

 

 

 

 

 

図①-1-5. A. baumannii と Acinetobacter 属他菌種間での HK 遺伝子の多様性 

縦軸は多型の割合（%） 
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表①-1-6．Acinetobacter baumannii の HK 遺伝子を増幅するプライマー 

遺伝子略名 増幅サイズ Primer 配列 

dnaJ 1-1119 
Forward ATGGCTAAACGTGATTATTATGAGGT 

Reverse TAATCGAATAAGCGATCAAAGA 

grpE 1-555 
Forward ATGGCTAATGAGCAAAACGAGCA 

Reverse TTATTGACCAACCATAACCATAGCA 

gyrB 1-2472 
Forward ATGAGTTCAGAGTCTCAATCAGCCT 

Reverse TTAAGCATCAATRTCCGCATTTAATGC 

hemK 1-819 

Forward ATGAATATTGCTCAAGCGCTTGC 

Reverse 
TTAAATCCAACATGCCAAAGTG 、  

TTATTAATAATGATGCCAAAGTG 

hscA  1-1865 
Forward ATGGCACTTTTGCAAATTGCTGAAC 

Reverse TTAATTTGATTTTGACCAATCATCGA 

hscB  1-519 
Forward ATGAATCATTTTGAGTTGTTCAA 

Reverse TCGTCGTCTAAATCAAAACTGTC 

hslJ 1-1100 
Forward TCTTGCGTTATTACCTTTTTCTTTGATGG 

Reverse AACGAGTTCTTGTTCTACAACCAT 

lolA  1-699 
Forward ATGAATATGCTTCGTAAAACCATGTG 

Reverse TTATTGATCAATRATATCGGTACC 

priA 1-2232 
Forward ATGACCATAACGCCAAAGCCTGA 

Reverse CTAACTAAATTCTTGCGGGTCAACA 

recA 1-1050 
Forward ATGGATGAGAATAAAAGCAAAGCA 

Reverse TACGATTCTAATAAAAGATCTGGCT 

rpoB 1-2200 
Forward ATGGCATACTCATATACCGAAA 

Reverse CACGAATAACGATACGAGAAGCA 

rpoB 2200-4000 
Forward TGCTTCTCGTATCGTTATTCGTGT 

Reverse AGTTCAATGTTGATACCTAAAGA 
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図①-1-6. 16S rRNA 遺伝子（上）および HK 遺伝子 12 種類（下）に基づく

Acinetobacter 属の系統樹   
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指標遺伝子を利用した病原菌特定方法の開発 

ゲノム解析した Acinetobacter 属では A baumannii が最も高頻度に人の臨床材料から分離され

る。そのほかのこの属の菌種は多くは日和見病原体として人に感染する。Acinetobacter 属のゲノ

ム解析株、および Acinetobacter 属の 11 菌種について指標遺伝子として選定した dnaJ 配列を決

定・収集した。また A. baumannii の分離株 30 株の dnaJ 配列を決定し、A. baumannii に特異的な 

プライマー EZPM2001 を開発した（図①-1-7）。 

 

 

    

図①-1-7. Acinetobacter baumannii の特異プライマー EZPM2001 の検証 

1-3; A. baumannii、 4; A. baylyi、 5; A. bouvetii、 6; A. calcoaceticus、 7; A. haemolyticus、  

8; A. johnsonii、 9; A. lwoffii、 10; A. parvus、 11; A. radioresistens、 12; A. schindleri、  

13; Acinetobacter genospecies.  N; negative control 
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③ Aeromonas 属 

指標遺伝子の取得 

Aeromonas 属の菌種では既に 4 菌種がゲノム解析されているが、本研究では A. hydrophila の 3

亜種、A. sobriaの合計 4菌種のゲノム配列を解析し、HK 遺伝子の解析を行った。Aeromonas 属で

は、atpD、dnaJ、dnaX、gyrA、gyrB、recA および rpoD を指標とした MLSA 解析が行われている 9)。

今回は、Acinetobacter 属で選択した 12 個の遺伝子を MLSA 解析のための HK 遺伝子として選択

した。12 個の遺伝子はどの菌株にも一つずつ存在し、全株でほぼ全長の配列が取得可能であっ

た。ただし、取得した A. caviae (strain Ae398)の 16S rRNA 遺伝子と rpoB の配列は非常に短かっ

たため、16S rRNA 遺伝子と rpoB については他の菌株の配列も A. caviae の配列に合わせてトリミ

ングを行った。 

 

多型解析による指標遺伝子の評価 

Aeromonas 属の菌種間での 16S rRNA 遺伝子の配列相同性は 99.4-100％の範囲であった（図

①-1-8）。一方、HK 遺伝子については、野生株の配列の蓄積が少なく菌種内の多型解析はでき

なかったが A. hydrophila の亜種が 4 種存在するので A. hydrophilia の菌種内多型を計測し、A. 

hydrophila と他の菌種の距離を計測した。配列相同性は hemK が 78.9-96.7%、hscB が

81.5-99.2%、hslJ が 74.8-99.0%、rlpB が 77.6-98.7%であった。A. hydrophila の亜種間、および

Aeromonas 属の菌種間でも多型であり、HK 遺伝子が識別情報として有用であることを示している

（図①-1-8）。特に hemK、 hslJ、 rlpB が多型であった。これらのことから、HK 遺伝子を複数使え

ば 16S rRNA 遺伝子よりも高い識別解像度が得られることが想定された。 

16S rRNA 遺伝子およびHK遺伝子を用いて作製した系統樹を①-1-9に示す。16S rRNA 遺伝

子の系統樹においては、A. hydrophila subsp. ranae、A. veronii およびA. hydrophila subsp. 

hydrophila の3種間、A. caviae およびA. hydrophila subsp. anaerogenes の2種間で明確に判別

することができなかった。その一方で、HK遺伝子を使用した場合においては、枝長(branch length)

が長くなり明確に区別できる結果が得られ、Aeromonas 属の種間、亜種間で菌株を解像度高く識

別することが可能になった。 

 

病原因子（毒素）の確認 

Aeromonas 属細菌は同一種であっても株によって病原性が大きく異なり、その差は複数の病原

因子に由来している 10)。これまでに同定されている病原因子の多くは、胃腸炎の発症に寄与して

いると思われるエンテロトキシンで、β-hemolysin（Aerolysin および HlyA hemolysin）、cytotoxic 

enterotoxin （ Act ） 、 Aeromonas heat-labile cytotonic enterotoxin （ Alt ） お よ び Aeromonas 

heat-stable cytotonic enterotoxin（Ast）などがある 10)。また、タイプⅢ病原因子分泌機構は宿主へ

の定着や宿主の防御機構に対する抵抗性などに重要な役割を果たしている 10)。 

そこで、これらの遺伝子の有無について調査を行ったところ、A. hydrophila subsp. anaerogenes

については、部分ヒットのみで、病原因子の配列と有意な相同性を示す遺伝子は存在しなかった。
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一方で、それ以外の 3 株については全てタイプⅢの病原因子分泌機構で分泌されるエフェクター

遺伝子である aexT を持つことがわかった。また、A. hydrophila subsp. dhakensis については 2 種

類のβ-hemolysin（Aerolysin および HlyA hemolysin）遺伝子を、A. hydrophila subsp. ranae につい

ては HlyA hemolysin 遺伝子を、A. sobria については Aerolysin 遺伝子を持つことがわかった。 

タイプⅢのエフェクタータンパク質 AexT は、A. salmonicida において ADP リボシル化毒素として

魚類の病気に重要な役割を果たすことが確認されている 11)。一方、A. hydrophila の AexT は N 末

側だけ A. salmonicida の AexT と相同性を示すが ADP リボシル化ドメインを持たないタンパク質で

あり、その機能は明らかではない。今回シーケンスを行った 3 株については A. hydrophila AexT に

高い配列類似性を示した遺伝子が検出されたが、いずれも ADP リボシル化ドメインに相当する配

列部位は確認されなかった。また、β-hemolysin（Aerolysin および HlyA hemolysin）については、

A. hydrophila や A. veronii を用いた研究で、それらをコードする遺伝子の存在とその病原性の発

揮には必ずしも相関がないことが示唆されている 12)。以上のことから、解析株は病原遺伝子を持つ

ものの、これら遺伝子の存在だけで Aeromonas 属の病原性を判断することは困難であった。 

 

 
図①-1-8. Aeromonas 属の HK 遺伝子 の多型の分布、  縦軸は多型の割合（%） 
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図①-1-9. 16S rRNA 遺伝子（上）および HK 遺伝子 12 種類（下）に基づく Aeromonas

属の系統樹   
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④ Citrobacter 属 

指標遺伝子の取得 

Acinetobacter 属、Aeromonas 属で使用した 12 個の遺伝子は hemK を除き、どの菌株にも一つ

ずつ存在し、全株でほぼ全長の配列が取得可能であった。C. koseri (strain ATCC) および C. 

youngae のゲノムには hemK が二つ存在した。両株とも 2 つの遺伝子は、両塩基配列間の相同性

が C. koseri においては 48%、C. youngae においては 49%であり、配列が明らかに異なっていたた

め、それぞれは別々の遺伝子だと判断できた。二つの hemK 候補遺伝子のうち、他の菌株の hemK

遺伝子とオーソロガスな遺伝子を以後の解析に用いた。 

 

多型解析による指標遺伝子の評価 

Escherichia -Citrobacter 属の菌種間での 16S rRNA 遺伝子の配列相同性は 94.5-99.0％の範

囲であった。一方、その他の HK 遺伝子の配列相同性は hemK が 64.0-89.6%、hscB が

68.7-96.3%、hslJが 53.2-94.8%、rlpBが 59.0-88.8%であり、これらの遺伝子を複数使えば 16S rRNA

遺伝子よりも高い識別解像度が得られることが想定された（図①-1-10）。 

Citrobacter 属の菌種は 16S rRNA 遺伝子の系統で大腸菌とサルモネラに最も近いところに位置

している。これらの属に分布する菌種を変異箇所が少ない 16S rRNA 遺伝子配列を使って系統樹

を作成すると配列のたった数塩基の違いで Citrobacter 属の菌種が 3 つに分断され、Escherichia 

属、Salmonella 属の系統の中に分布している(図①-1-11)。このため野生株が分離されてもその株

が上記 3 つの属のどの位置に来るのかが正確に判定できない そこで Acinetobacter 属と同様に

多型が多く集積しているHK遺伝子の全長配列を使用して系統樹を作成するとCitrobacter属の菌

種は Escherichia、 Salmonella 属とは明確に独立したクレードを形成し、現状の 3 つの属の分類体

系を反映する系統樹が得られた（図①-1-12）。さらに、この結果から Citrobacter 属は 2 つの属に

分けるべきであることが分かり、また、Escherichia 属に分類されていた 4 つの菌種はそれぞれ独立

した属を形成することも判明した。16S rRNA 遺伝子より、HK 遺伝子を使った系統解析の方が、より

正確に菌種の分類体系を反映した系統樹が作成できることが確認された。さらに今回の結果から、

Citrobacter 属は 2 つの属に分割（うち一つのクレードは新属）、Esherichia 属の E. hermanii、E. 

blattae、E. vulneris はそれぞれ新属として分類されるべきであることが示唆された。 

 

病原因子（毒素）の確認 

Citrobacter 属において、ヒトに感染症を引き起こす直接的な病原因子に関する情報は確認され

なかった。一方、マウス病原菌の C. rodentium の場合、腸管上皮細胞への接着に関与する外膜タ

ンパク質（intimin）ならびに宿主細胞の生理機能に影響を与える数多くのタイプⅢ病原因子分泌

機構のエフェクター（translocated intimin receptor、 EspB、 EspF、 EspG、 EspH、 EspZ/SepZ

および Map）が病原遺伝子として知られている。C. rodentium において、 intimin 遺伝子は、locus 

of enterocyte effacement (LEE) と呼ばれる染色体上の病原性アイランド（pathogenicity island）に

存在し、タイプⅢ分泌機構のエフェクターは LEE 以外の染色体上にも多数存在することが知られ
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ている。また、Lymphocyte inhibitory factor A (LifA)と呼ばれる毒素は、腸管のバリアー機能を破壊

し、これも宿主への定着や腸粘膜肥厚症の発症に重要な役割を果たしていることが知られている。

4)  

そこで、C. rodentium で報告されている intimin 、タイプⅢ病原因子分泌機構のエフェクター、

LifA の他、類縁の大腸菌群で報告のある病原因子として、腸管出血性大腸菌の毒素である志賀

毒素(STX)、毒素原性大腸菌の毒素である耐熱性エンテロトキシン（ST）、易熱性エンテロトキシン

（LT）、腸管凝集性大腸菌の毒素である耐熱性腸管毒素（EAST）などの毒素因子や、侵入因子お

よび付着因子の遺伝子を調査対象とした。昨年度シーケンスを行った Citrobacter 属 3 株につい

て、該当遺伝子の有無の確認を行った。その結果、C. farmeri、C. freundii のゲノムに付着因子

intimin の遺伝子の配列のみが見つかったが、C. werkmanii のゲノムには病原因子の遺伝子配列

は認められなかった。付着因子は、非病原菌にも存在することが知られており、本遺伝子のみの保

有では直接的な病原性を発揮するとは考えにくい。 

 

 

図①-1-10. Citrobacter 属、Escherichia 属、Salmonella 属の多型  

    縦軸は多型のパーセント。 

E-C1; Escherichia-Citrobacter group 

E-Har; Escherichia と Harmania-Siwella-Lecklericia、  

E. vulneris group、 E-C2、 Escherichia と Citrobacter group2、 

E-Sal: Escherichia-Salmonella group 
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図①-1-11. 16S rRNA 遺伝子に基づく Citrobacter、 Salmonella、 Escherichia 属の系統樹 

 

 

図①-1-12. HK 遺伝子（12 種）に基づく Citrobacter、 Salmonella、 Escherichia 属の系統樹 
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⑤ 病原性放線菌（Nocardia、Gordonia 属） 

指標遺伝子の取得 

次に Nocardia 属および Gordonia 属について指標遺伝子の特定を行った。Nocardia 属、

Gordonia 属は共に土壌等の環境から広範囲に検出される菌株であり、アルカン等の炭化水素分

解菌として報告例も多くバイレメへの利用が期待される。その一方で、これらの属の一部の菌種

は、感染症の起因菌としても報告されている。特に、Nocardia 属による感染症（ノカルジア症）は年

間約200例近くあることから主要な病原性放線菌であると考えられている。BSLリストでヒト病原菌に

該当する有害菌は、Nocardia 属においては 93 種のうち 23 種、Gordonia 属においては 33 種のう

ち 4 種存在する。Nocardia 属の菌種間での 16S rRNA 遺伝子配列の相同性は 94～100％、

Gordonia 属の菌種間で 94～99％の範囲であり、これら属の菌株を 16S rRNA 遺伝子配列のみで

種を特定することは困難である。そこで、放線菌で MLSA 法に利用されている遺伝子について注

目し、Nocardia 属および Gordonia 属のゲノム解析終了株と今回新たにゲノム配列を決定した

Nocardia asteroides、Nocardia brasiliensis、Gordonia alkanivorans の情報から、共通に保存され

ている dnaJ、gyrB、hsp65（65 kDa heat shock protein 遺伝子）、rpoB (DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta 遺伝子)、secA（protein translocase subunit SecA 遺伝子）を抽出した 13)。

その結果、ゲノム解析終了株 N. farcinica のゲノムには dnaJ、hsp65、rpoB が 2 コピーずつ、今回ド

ラフト解析を行った N. brasiliensisにおいては gyrB、rpoBが 2 コピーずつ存在することが判明した。

MLSA に使用する遺伝子としてはシングルコピーの遺伝子を選択することが重要であることから 14)、

dnaJ、gyrB、hsp65、rpoBは指標遺伝子として適当でないと判断した。Nocardia属菌種間で secAの

遺伝子配列の相同性を比較したところ、85～88%であり、16 rRNA 遺伝子よりも高い識別解像度が

得られると考えられたので、secA を Nocardia 属の指標遺伝子候補として選定した。 

一方、Gordonia 属については、ゲノム解析終了株Gordonia bronchialis、および今回ドラフト解析

を行った G. alkanivorans、G. polyisoprenivorans には hsp65 が 2 コピーずつ存在したため、

Nocardia 属の場合と同様に hsp65 は指標遺伝子として適当でないと判断した。Gordonia 属菌種間

で dnaJ、gyrB、rpoB、secA の遺伝子配列の相同性を比較したところ、dnaJ が 80～84%、gyrB が 82

～84%、rpoB が 92～93%、secA が 82～84%であり、これらのハウスキーピング遺伝子によって 16S 

rRNA 遺伝子よりも高い識別解像度が得られると考えられたので、dnaJ、gyrB、secA を Gordonia 属

の指標遺伝子候補として選定した。 

両属のゲノムについては、パラログが多い傾向があり、属内でのゲノム情報が不足しているため、

指標遺伝子の選定には、今後もゲノム情報を追加し開発を継続する必要があると判断した。次年

度以降もドラフトゲノム解析を実施し、必要なゲノム情報が揃った時点で最終的に指標遺伝子を選

定し、検出手法を開発したいと考えている。 

  



151 
 

⑥ Burkholderia 属 

指標遺伝子の取得および多型解析による指標遺伝子の評価 

Burkholderia 属ではゲノム情報が入手できた 21 菌種（表①-1-3）について指標遺伝子の検討

を行った。Burkholderia 属の中で最も危険度が高い B. mallei、B. pseudomallei と土壌から頻繁に

分離される B. thailandensis の識別が可能となる遺伝子として表①-1-7 の 12 遺伝子を MLSA 法の

指標遺伝子として選択した。選択したHK遺伝子は3-5%の遺伝子の多型があり、これらの遺伝子を

使用すれば B. mallei、B. pseudomallei と B. thailandensis が容易に識別できることが分かった（図①

-1-13）。 

今後、BSL 2 の病原菌 B. cepacia のゲノム解析実施し、選択した指標遺伝子の妥当性につい

て、B. cepacia も加えて再検討を行い、病原菌（B. mallei、B. pseudomallei、B. cepacia）の特定方法

の開発を実施する予定である。 

 

 

表①-1-7. 指標となる HK 遺伝子リスト 

hscA Chaperone protein HscA homolog 

hslJ Heat shock protein HslJ 

lolA Outer-membrane lipoprotein carrier protein 

lolB Outer-membrane lipoprotein LolB 

grpE Protein GrpE 

hemA Glutamyl-tRNA reductase 

dnaJ Chaperone protein DnaJ 

rpoA DNA-directed RNA polymerase subunit alpha 

gyrB DNA gyrase subunit B 

holB DNA polymerase III subunit delta' 

holC DNA polymerase III subunit chi  

dnaA Chromosomal replication initiator protein DnaA 
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図①-1-13. Burkholderia 属の菌種の識別。上段の 16S rDNA では B. thailandensis と BSL3 の B. 

mallei、B. pseudomallei を識別できないが、下段の HKG では 3-5%の多型があり識別ができる。 
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3) バイレメ株の安全性評価 

2)で選定した指標遺伝子候補を利用して、バイレメ利用株 TCE 分解菌 Acinetobacter sp. 20B

（今年度ゲノム解析株）の安全性評価を実施した。表①-1-8 の Acinetobacter 属基準株のゲノム中

に表①-1-5 の遺伝子を検索し、同じ遺伝子がゲノム中に複数存在しないこと、また配列が全長で

取れることを条件とし、使用した全ゲノムに対しこれらの条件を満たす遺伝子 7 つ（dnaJ、 grpE、 

gyrB、 hemK、 lolA、 priA、 rpoB）を最終的に選定した。選定した 7 つの遺伝子を結合して系統

樹解析を行い、16S rRNA 遺伝子配列で描いた系統樹に比べブートストラップ値が上がって近縁関

係が明確化し、バイレメ株とその他の日和見病原体との識別が可能になった（図①-1-14、図①

-1-15）。 

 

 

表①-1-8. 解析に使用した菌株情報 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

菌株名 ゲノム情報 単離源 備考

Acinetobacter baumannii GTC 00440 personal communication 尿 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter baylyi GTC 03695 personal communication 不明

Acinetobacter beijerinckii GTC 14628 personal communication ヒト傷口

Acinetobacter bouvetii GTC 03697 personal communication 排水処理場

Acinetobacter calcoaceticus DSM 30006 AIEC00000000 土壌 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter gerneri GTC 03698 personal communication 排水処理場

Acinetobacter gyllenbergii GTC 14627 personal communication 尿

Acinetobacter junii GTC 00441 personal communication 尿 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter lwoffii GTC 00071 23年度解析株 不明 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter parvus GTC 03704 personal communication 耳（中耳炎患者） 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter radioresistens NBRC 102413 personal communication 綿（ガンマ線滅菌後） 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter schindleri GTC 03703 personal communication 膣 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter tandoii GTC 03700 personal communication 排水処理場

Acinetobacter tjernbergiae GTC 03701 personal communication 排水処理場

Acinetobacter towneri GTC 03696 personal communication 活性汚泥

Acinetobacter ursingii GTC 03702 personal communication 血液（心内膜炎患者） 病原菌（日和見感染症）

Acinetobacter venetianus GTC 14626 personal communication タール（浜辺）

Acinetobacter  sp. AS3 23年度解析株 土壌 アルカン分解菌

Acinetobacter  sp. AS4 24年度解析株 土壌 TCE分解菌

微生物名



154 
 

 

 

図①-1-14. 16S rRNA 遺伝子に基づく Acinetobacter 属の系統樹 

系統樹中の数値はブートストラップ値（系統樹において、それぞれの枝が形成する単系統群の確

からしさを示す統計値、500 以下は省略）を示す。赤字は日和見病原体  
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図①-1-15. HK 遺伝子 7 種類（dnaJ、 grpE、 gyrB、 hemK、 lolA、 priA、 rpoB）に基づく

Acinetobacter 属の系統樹 

系統樹中の数値はブートストラップ値（系統樹において、それぞれの枝が形成する単系統群の確

からしさを示す統計値、500 以下は省略）を示す。赤字は日和見病原体 
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4） 有害菌データベースの作製 

微生物を利用したバイオレメディエーションにおいては、利用菌株の導入によりヒトへの健康影

響や自然環境中に存在する他の生物への悪影響を与える危険性がある。事業者がバイレメ指針

に基づいて利用菌株の安全性評価を実施する場合、その分類学上の種に病原菌が含まれないこ

とを文献やデータベース等で確認することが求められている。ヒトおよび動植物に関わる病原菌の

リストは個別に整備されているのみで、データベースとして一元化されておらず、事業者が病原菌

の既知情報を最大限活用できるような状況になっていない。このため、事業者の利便性を向上さ

せるためには、関連する病原菌を俯瞰的に調査できるようなデータベースの構築を実施する必要

がある。 

そこで、これまでにヒトおよび動物（家畜）の病原菌に関わる既知情報について収集すると共に、

該当微生物のリスト化を実施した。 

 

ヒト病原菌 

ヒトに対する病原菌については、日本細菌学会により該当する病原菌のリストが十分整備されて

いる（病原細菌のBSLレベル http://www.nacos.com/jsbac/04-12bsl_level.html）。そのため、日本

細菌学会の有害菌リストに掲載されている BSL2 以上の病原菌に加え、BSL1 のうち前述の環境有

害菌 17 属に分類される病原菌を対象として、一次スクリーニング用の指標遺伝子である 16S rRNA

遺伝子の配列情報を収集した。対象とした合計 528 菌種のうち、GenBank 等の公共データベース

に登録されている 464 菌種(87.9%)について 16S rRNA 遺伝子配列情報を収集した。 

次に、種/株レベルでの同定を行うための二次スクリーニング用の指標遺伝子について調査を

行った。その結果、一部の菌株でしか、dnaJ や病原遺伝子を指標にした特異的な検出手法が確

立されていなかった。また、多くの菌種では多型情報と株の情報が不足していた。 

さらに各病原菌についてゲノム解析が実施されているかどうかを調査した。2011 年 2 月までの情

報を収集し、その中で全ゲノム情報が解析された菌種は 199 菌種（37.7%）であった（別表１）。すで

にゲノム解析が終了している菌種はリスト中に示した。BSL3 の病原菌に限定してみると 34 菌種のう

ち 8 菌種（23.5%）について全ゲノムが解析されていなかった。 

 また、2011年 8月に前述の日本細菌学会の有害菌リスト（前述の病原細菌の BSL レベル）が新た

に更新され、日和見感染菌の情報が大幅に増加したため、これに合わせて BSL2 以上の新規掲載

菌株に加え、日和見感染菌（BSL1*）の情報を収集した。さらに、近年では、病原菌の判別にゲノム

情報が利用される機会が増えていることを踏まえ、新規に追加した病原菌株についてゲノム解析

状況を調査した（別表 2）。 

 

家畜（動物）病原菌 

 家畜病原菌については、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、そのまん延を防止することを目的

に家畜伝染病予防法が制定されている。家畜に対する病原菌は、（独）農業・食品産業技術総合

研究機構動物衛生研究所のウェブページ（http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/fact/kansi.html）
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に掲載されている。該当する病原菌について、その属種（亜種）名、家畜疾病名、ゲノム解析状況

等の情報をリスト化した（別表 3）。 

今後、収集した病原菌、日和見感染菌の情報について、①属種名、②分類指標遺伝子名、③

分類指標遺伝子の配列、④遺伝子を指標とした病原菌判別手法のプロトコールをまとめてデータ

ベース化する予定である。将来的には、公共データベースとして公開し、バイレメ事業者が利用菌

株と有害菌との精度の高い判別を迅速簡便に実施できるようにしたい。 
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別表1　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Acinetobacter calcoaceticus ドラフト BSL1*
Acinetobacter haemolyticus ドラフト shiga-toxin2 BSL1*
Acinetobacter johnsonii ドラフト BSL1*
Acinetobacter junii ドラフト BSL1*
Acinetobacter lwoffii ドラフト BSL1*
Acinetobacter parvus BSL1*
Acinetobacter radioresistens ドラフト BSL1*
Acinetobacter schindleri BSL1*
Acinetobacter ursingii BSL1*

Acinetobacter baumanii 多剤耐性株 complete dnaJ
（今年度成果）

BSL2

Acinetobacter baumanii complete BSL1*
Actinobacillus capsulatus 16S rDNA BSL2
Actinobacillus equuli equuli 16S rDNA BSL2
Actinobacillus equuli haemolyticus 16S rDNA BSL2
Actinobacillus lignieresii 16S rDNA BSL2
Actinobacillus pleuropneumoniae complete dnaJ BSL2
Actinobacillus suis 16S rDNA BSL2
Actinobacillus ureae ドラフト 16S rDNA BSL2
Actinomadura madurae 16S rDNA BSL2
Actinomadura pelletieri 16S rDNA BSL2
Actinomyces bovis 16S rDNA BSL2
Actinomyces israelii 16S rDNA BSL2
Actinomyces viscosus 16S rDNA BSL2
Aeromonas punctata BSL1*
Aeromonas punctata caviae BSL1*
Aeromonas punctata punctata BSL1*
Aeromonas allosaccharophila BSL1*
Aeromonas caviae BSL1*
Aeromonas hydrophila anaerogenes dnaJ BSL2
Aeromonas hydrophila hydrophila complete dnaJ、 hemolysin BSL2
Aeromonas schubertii BSL1*
Aeromonas sobria dnaJ BSL2
Aeromonas trota BSL1*
Aeromonas veronii complete dnaJ、 gyrB BSL2

Aggregatibacter
actinomycetemcomi
tans

complete dnaJ BSL2

Anaplasma bovis 　 dnaJ BSL2
Anaplasma marginale complete dnaJ BSL2
Anaplasma ovis dnaJ BSL2
Anaplasma phagocytophilum complete dnaJ BSL2
Arcanobacterium bernardiae dnaJ BSL2
Arcanobacterium haemolyticum complete dnaJ BSL2
Arcanobacterium pyogenes dnaJ BSL2
Arthrobacter albus BSL1*
Arthrobacter cumminsii BSL1*
Arthrobacter luteolus BSL1*
Arthrobacter woluwensis BSL1*
Avibacterium paragallinarum dnaJ BSL2
Bacillus anthracis complete dnaJ、cytotoxin BSL3
Bacillus cereus complete dnaJ、ITS BSL2
Bacillus weihenstephanensis complete dnaJ BSL1*
Bacteroides fragilis complete dnaJ、ITS BSL2
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Bartonella alsatica 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella bacilliformis complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella b irtlesii 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella bovis 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella capreoli 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella clarridgeiae complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella doshiae 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella elizabethae 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella grahamii complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella henselae complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella koehlerae 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella quintana complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella schoenbuchensis 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella taylorii 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella tribocorum complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella vinsonii arupensis 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella vinsonii berkhoffii 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bartonella vinsonii vinsonii 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bordetella avium complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bordetella bronchiseptica complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bordetella parapertussis complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Bordetella pertussis complete 16S rDNA 、dnaJ BSL2
Borrelia afzelii complete dnaJ BSL2
Borrelia anserina 16S rDNA BSL2
Borrelia baltazardii 16S rDNA BSL2
Borrelia brasiliensis 16S rDNA BSL2
Borrelia burgdorferi ドラフト dnaJ BSL2
Borrelia caucasica 16S rDNA BSL2
Borrelia coriaceae 16S rDNA BSL2
Borrelia crocidurae 16S rDNA BSL2
Borrelia dugesii 16S rDNA BSL2
Borrelia duttonii complete dnaJ BSL2
Borrelia garinii complete dnaJ BSL2
Borrelia graingeri 16S rDNA BSL2
Borrelia harveyi 16S rDNA BSL2
Borrelia hermsii complete dnaJ BSL2
Borrelia hispanica 16S rDNA BSL2
Borrelia japonica 16S rDNA BSL2
Borrelia latyschewii 16S rDNA BSL2
Borrelia lusitaniae 16S rDNA BSL2
Borrelia mazzottii 16S rDNA BSL2
Borrelia miyamotoi 16S rDNA BSL2
Borrelia parkeri 16S rDNA BSL2
Borrelia persica 16S rDNA BSL2
Borrelia recurrentis complete dnaJ BSL2
Borrelia sinica 16S rDNA BSL2
Borrelia spielmanii ドラフト 16S rDNA BSL2
Borrelia tanukii 16S rDNA BSL2
Borrelia theileri 16S rDNA BSL2
Borrelia tillae 16S rDNA BSL2
Borrelia turcica 16S rDNA BSL2
Borrelia turdi 16S rDNA BSL2
Borrelia turicatae complete dnaJ BSL2
Borrelia valaisiana ドラフト dnaJ BSL2
Borrelia venezuelensis 16S rDNA BSL2
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Brachyspira hyodysenteriae complete dnaJ BSL2
Brachyspira innocens 16S rDNA BSL2
Brachyspira pilosicoli complete dnaJ、ITS BSL2
Brevundimonas diminuta ドラフト BSL1*

Brucella
melitensis pathovar.
Abortus

complete dnaJ、ITS BSL3

Brucella
melitensis pathovar.
Canis

complete dnaJ、ITS BSL3

Brucella
melitensis pathovar.
Melitensis

complete dnaJ、ITS BSL3

Brucella
melitensis pathovar.
Neotomae

dnaJ、ITS BSL3

Brucella
melitensis pathovar.
Ovis

complete dnaJ、ITS BSL3

Brucella
melitensis pathovar.
Suis

complete dnaJ、ITS BSL3

Burkholderia cocovenenans BSL1*
Burkholderia cenocepacia complete BSL1*
Burkholderia cepacia dnaJ、ITS BSL2
Burkholderia dolosa ドラフト BSL1*
Burkholderia gladioli complete BSL1*
Burkholderia mallei complete dnaJ、ITS BSL3
Burkholderia multivorans complete BSL1*
Burkholderia pseudomallei complete dnaJ、ITS BSL3
Burkholderia stab ilis BSL1*
Burkholderia vietnamiensis complete BSL1*
Campylobacter coli ドラフト dnaJ、ITS、t oxin BSL2
Campylobacter fetus fetus complete dnaJ、ITS、t oxin BSL2
Campylobacter fetus venerealis dnaJ、ITS BSL2
Campylobacter jejuni doylei dnaJ、ITS BSL2
Campylobacter jejuni jejuni complete dnaJ、ITS、t oxin BSL2
Campylobacter pylori mustelae dnaJ、ITS BSL2
Capnocytophaga canimorsus dnaJ、ITS BSL2
Capnocytophaga cynodegmi dnaJ BSL2
Capnocytophaga gingivalis ドラフト dnaJ BSL2
Capnocytophaga granulosa dnaJ BSL2
Capnocytophaga haemolytica dnaJ BSL2
Capnocytophaga ochracea complete dnaJ、ITS BSL2
Capnocytophaga sputigena ドラフト dnaJ BSL2
Cardiobacterium hominis ドラフト dnaJ BSL2
Chlamydia muridarum complete dnaJ BSL2
Chlamydia suis dnaJ BSL2
Chlamydia trachomatis complete dnaJ、ITS BSL2
Chlamydophila abortus complete 16S rDNA BSL2
Chlamydophila caviae complete dnaJ、ITS BSL2
Chlamydophila felis complete dnaJ、ITS BSL2
Chlamydophila pecorum 16S rDNA BSL2
Chlamydophila pneumoniae complete dnaJ BSL2
Chlamydophila psittaci 16S rDNA BSL2
Chromobacterium violaceum complete dnaJ、ITS BSL2
Chryseobacterium gleum ドラフト BSL1*
Chryseobacterium indologenes BSL1*
Chryseobacterium meningosepticum BSL1*
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Citrobacter amalonaticus BSL1*
Citrobacter braakii BSL1*
Citrobacter diversus BSL1*

Citrobacter farmeri
ドラフト(今年度

成果)
dnaJ BSL1*

Citrobacter freundii
ドラフト(今年度

成果)
dnaJ BSL1*

Citrobacter gillenii BSL1*
Citrobacter koseri complete BSL1*
Citrobacter murliniae BSL1*
Citrobacter sedlakii BSL1*

Citrobacter werkmanii
ドラフト(今年度

成果)
dnaJ BSL1*

Citrobacter youngae ドラフト BSL1*
Citrobacter rodentium complete dnaJ、ITS BSL2
Clostridium fallax BSL1*
Clostridium ghonii BSL1*
Clostridium glycolicum BSL1*
Clostridium hastiforme BSL1*
Clostridium indolis BSL1*
Clostridium innocuum BSL1*
Clostridium limosum BSL1*
Clostridium malenominatum BSL1*
Clostridium oroticum BSL1*
Clostridium paraperfringens BSL1*
Clostridium paraputrificum BSL1*
Clostridium perenne BSL1*
Clostridium putrificum BSL1*
Clostridium subterminale BSL1*
Clostridium symbiosum ドラフト BSL1*
Clostridium tertium BSL1*
Clostridium argentinense 16S rDNA BSL2
Clostridium baratii BSL1*
Clostridium bifermentans BSL1*
Clostridium botulinum toxinA Toxin A complete dnaJ、ITS BSL2
Clostridium botulinum toxinB Toxin B complete dnaJ、ITS BSL2
Clostridium botulinum toxinC Toxin C dnaJ、toxin BSL2
Clostridium botulinum toxinD Toxin D complete dnaJ、toxin BSL2
Clostridium botulinum toxinE Toxin E complete dnaJ、ITS BSL2
Clostridium botulinum toxinF Toxin F complete dnaJ、ITS BSL2
Clostridium botulinum toxinG Toxin G dnaJ、toxin BSL2
Clostridium cadaveris BSL1*
Clostridium chauvoei dnaJ BSL2
Clostridium clostridioforme BSL1*
Clostridium colinum 16S rDNA BSL2
Clostridium difficile complete dnaJ、ITS BSL2
Clostridium haemolyticum 16S rDNA BSL2
Clostridium histolyticum 16S rDNA BSL2
Clostridium novyi complete dnaJ、ITS BSL2
Clostridium perfringens complete dnaJ、ITS BSL2
Clostridium piliforme 16S rDNA BSL2
Clostridium septicum 16S rDNA BSL2
Clostridium sordellii 16S rDNA BSL2
Clostridium sporogenes ドラフト 16S rDNA BSL2
Clostridium tetani complete dnaJ、ITS BSL2
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Comamonas acidovorans BSL1*
Comamonas aquatica BSL1*
Comamonas kerstersii BSL1*
Comamonas terrigena BSL1*
Corynebacterium diphtheriae complete dnaJ、toxin BSL2
Corynebacterium jeikeium complete dnaJ、toxin BSL2

Corynebacterium
pseudodiphtheriticu
m

16S rDNA BSL2

Corynebacterium pseudotuberculosis complete dnaJ、toxin BSL2
Corynebacterium renale 16S rDNA BSL2
Corynebacterium ulcerans dnaJ、toxin BSL2
Coxiella burnetii complete dnaJ、ITS BSL3
Cupriavidus paucula
Dermatophilus congolensis 16S rDNA BSL2
Ehrlichia canis complete dnaJ、ITS BSL2
Ehrlichia chaffeensis complete dnaJ、ITS BSL2
Ehrlichia ewingii 16S rDNA BSL2
Ehrlichia muris 16S rDNA BSL2
Enterococcus faecalis  VA 耐性 complete dnaJ、ITS BSL2
Enterococcus faecium  VA 耐性 complete dnaJ、ITS BSL2
Erysipelothrix rhusiopathiae ドラフト dnaJ、ITS BSL2
Erysipelothrix tonsillarum 　 dnaJ、ITS BSL2

Escherichia fergusonii complete dnaJ
（今年度成果）

BSL1*

Escherichia hermannii
ドラフト

(今年度成果)
BSL1*

Escherichia vulneris
ドラフト

(今年度成果)
BSL1*

Escherichia albertii
ドラフト

(今年度成果)
dnaJ、Eae
（今年度成果）

BSL2

Escherichia coli O157 complete dnaJ、Shiga
（今年度成果）

BSL2

Escherichia coli complete
dnaJ、LT、ST、

invA、 IpaB
（今年度成果）

BSL2

Facklamia sourekii 16S rDNA BSL2
Flavobacterium branchiophilum atpA、gyrB BSL1*
Flavobacterium breve BSL1*
Flavobacterium devorans BSL1*
Flavobacterium mizutaii BSL1*
Fluoribacter bozemanae 16S rDNA BSL2
Fluoribacter dumoffii 16S rDNA BSL2
Fluoribacter gormanii 16S rDNA BSL2
Francisella novicida ドラフト dnaJ、ITS BSL2
Francisella philomiragia philomiragia complete dnaJ、ITS BSL2
Francisella tularensis holarctica complete dnaJ、ITS BSL3
Francisella tularensis mediasiatica complete dnaJ、ITS BSL3
Francisella tularensis tularensis complete dnaJ、ITS BSL3
Fusobacterium necrophorum necrophorum dnaJ、ITS BSL2
Gordonia aichiensis BSL1*
Gordonia bronchialis complete dnaJ、gyrB、secA BSL1*
Gordonia sputi BSL1*
Gordonia terrae BSL1*
Haemophilus aegyptius ドラフト dnaJ、ITS BSL2
Haemophilus ducreyi complete dnaJ、ITS BSL2
Haemophilus haemolyticus dnaJ、ITS BSL2
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Haemophilus parasuis complete dnaJ、ITS BSL2
Helicobacter b ilis ドラフト 16S rDNA BSL2
Helicobacter felis complete dnaJ、ITS BSL2
Helicobacter hepaticus complete dnaJ、ITS BSL2
Helicobacter pylori complete dnaJ、ITS BSL2
Klebsiella granulomatis 16S rDNA BSL2
Klebsiella oxytoca 16S rDNA BSL2
Klebsiella pneumoniae pneumoniae complete dnaJ、ITS BSL2
Lawsonia intracellularis complete dnaJ、ITS BSL2
Leclercia adecarboxylata dnaJ BSL2
Legionella adelaidensis 16S rDNA BSL2
Legionella anisa 16S rDNA BSL2
Legionella beliardensis 16S rDNA BSL2
Legionella b irminghamensis 16S rDNA BSL2
Legionella bozemanae 16S rDNA BSL2
Legionella brunensis 　 16S rDNA BSL2
Legionella busanensis 16S rDNA BSL2
Legionella cherrii 16S rDNA BSL2
Legionella cincinnatiensis 16S rDNA BSL2
Legionella drancourtii ドラフト 16S rDNA BSL2
Legionella drozanskii 16S rDNA BSL2
Legionella dumoffii 16S rDNA BSL2
Legionella erythra 16S rDNA BSL2
Legionella fairfieldensis 16S rDNA BSL2
Legionella fallonii 16S rDNA BSL2
Legionella feeleii 16S rDNA BSL2
Legionella geestiana 16S rDNA BSL2
Legionella gormanii 16S rDNA BSL2
Legionella gratiana 16S rDNA BSL2
Legionella gresilensis 16S rDNA BSL2
Legionella hackeliae 16S rDNA BSL2
Legionella impletisoli 16S rDNA BSL2
Legionella israelensis 16S rDNA BSL2
Legionella jamestowniensis 16S rDNA BSL2
Legionella jordanis 16S rDNA BSL2
Legionella lansingensis 16S rDNA BSL2
Legionella londiniensis 16S rDNA BSL2
Legionella longbeachae complete 16S rDNA BSL2
Legionella lytica 16S rDNA BSL2
Legionella maceachernii 16S rDNA BSL2
Legionella micdadei 16S rDNA BSL2
Legionella moravica 16S rDNA BSL2
Legionella nautarum 16S rDNA BSL2
Legionella oakridgensis 16S rDNA BSL2
Legionella parisiensis 16S rDNA BSL2
Legionella pittsburghensis 16S rDNA BSL2
Legionella pneumophila fraseri 16S rDNA BSL2
Legionella pneumophila pascullei 16S rDNA BSL2
Legionella pneumophila pneumophila complete 16S rDNA BSL2
Legionella quateirensis 16S rDNA BSL2
Legionella quinlivanii 16S rDNA BSL2
Legionella rowbothamii 16S rDNA BSL2
Legionella rubrilucens 16S rDNA BSL2
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Legionella sainthelensi 16S rDNA BSL2
Legionella santicrucis 16S rDNA BSL2
Legionella shakespearei 16S rDNA BSL2
Legionella spiritensis 16S rDNA BSL2
Legionella steigerwaltii 16S rDNA BSL2
Legionella taurinensis 16S rDNA BSL2
Legionella tucsonensis 16S rDNA BSL2
Legionella wadsworthii 16S rDNA BSL2
Legionella waltersii 16S rDNA BSL2
Legionella worsleiensis 16S rDNA BSL2
Legionella yabuuchiae 16S rDNA BSL2
Leptospira interrogans complete 16S rDNA BSL2
Listeria ivanovii ivanovii 16S rDNA BSL2
Listeria ivanovii londoniensis ドラフト 16S rDNA BSL2

Listeria monocytogenes complete
dnaJ、ITS、
hemolysin

BSL2

Moraxella bovis dnaJ、ITS BSL2
Moraxella catarrhalis complete dnaJ、ITS BSL2
Moraxella ovis 16S rDNA BSL2
Moraxella saccharolytica 16S rDNA BSL2
Morococcus cerebrosus 16S rDNA BSL2
Mycobacterium boenickei BSL1*
Mycobacterium brisbanense BSL1*
Mycobacterium canariasense BSL1*
Mycobacterium chimaera BSL1*
Mycobacterium conspicuum BSL1*
Mycobacterium goodii BSL1*
Mycobacterium heckeshornense BSL1*
Mycobacterium heidelbergense BSL1*
Mycobacterium houstonense BSL1*
Mycobacterium immunogenum BSL1*
Mycobacterium interjectum BSL1*
Mycobacterium intermedium BSL1*
Mycobacterium kubicae BSL1*
Mycobacterium kumamotonense BSL1*
Mycobacterium kyorinense BSL1*

Mycobacterium lentiflavum BSL1*

Mycobacterium neworleansense BSL1*
Mycobacterium novocastrense BSL1*
Mycobacterium palustre BSL1*
Mycobacterium parascrofulaceum ドラフト BSL1*
Mycobacterium saskatchewanense BSL1*
Mycobacterium septicum BSL1*
Mycobacterium shimoidei BSL1*
Mycobacterium smegmatis complete BSL1*
Mycobacterium triplex BSL1*
Mycobacterium wolinskyi BSL1*
Mycobacterium abscessus complete dnaJ BSL2
Mycobacterium africanum dnaJ BSL3
Mycobacterium asiaticum dnaJ BSL2
Mycobacterium avium avium ドラフト dnaJ BSL2
Mycobacterium avium paratuberculosis complete dnaJ BSL2
Mycobacterium avium silvaticum dnaJ BSL2
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Mycobacterium bovis BCG　株 complete dnaJ BSL2
Mycobacterium bovis bovis complete dnaJ BSL3
Mycobacterium branderi 16S rDNA BSL2
Mycobacterium caprae 16S rDNA BSL3
Mycobacterium celatum 16S rDNA BSL2
Mycobacterium chelonae chelonae 16S rDNA BSL2
Mycobacterium flavescens 16S rDNA BSL2

Mycobacterium fortuitum
acetamidolyticu
m

16S rDNA BSL2

Mycobacterium fortuitum fortuitum 16S rDNA BSL2
Mycobacterium gastri 16S rDNA BSL2
Mycobacterium genavense 16S rDNA BSL2
Mycobacterium haemophilum 16S rDNA BSL2
Mycobacterium intracellulare ドラフト 16S rDNA BSL2
Mycobacterium kansasii ドラフト 16S rDNA BSL2
Mycobacterium leprae complete dnaJ BSL2
Mycobacterium lepraemurium 16S rDNA BSL2
Mycobacterium malmoense 16S rDNA BSL2
Mycobacterium marinum complete dnaJ BSL2
Mycobacterium microti 16S rDNA BSL3
Mycobacterium mucogenicum 16S rDNA BSL2
Mycobacterium scrofulaceum 16S rDNA BSL2
Mycobacterium senegalense 16S rDNA BSL2
Mycobacterium simiae 16S rDNA BSL2
Mycobacterium sphagni 16S rDNA BSL2
Mycobacterium szulgai 16S rDNA BSL2
Mycobacterium tuberculosis tuberculosis 多剤耐性株 complete dnaJ BSL3
Mycobacterium tuberculosis tuberculosis complete dnaJ BSL3
Mycobacterium ulcerans complete dnaJ BSL2
Mycobacterium vaccae 16S rDNA BSL2
Mycobacterium xenopi 16S rDNA BSL2
Mycoplasma agalactiae complete dnaJ BSL2
Mycoplasma bovis complete dnaJ BSL2
Mycoplasma capricolum capricolum complete dnaJ BSL2

Mycoplasma capricolum
capripneumonia
e

dnaJ BSL2

Mycoplasma fermentans complete dnaJ BSL2
Mycoplasma gallisepticum complete dnaJ BSL2
Mycoplasma genitalium complete dnaJ BSL2
Mycoplasma hominis complete dnaJ BSL2
Mycoplasma hyopneumoniae complete dnaJ BSL2
Mycoplasma meleagridis dnaJ BSL2
Mycoplasma mycoides mycoides complete dnaJ BSL3
Mycoplasma pneumoniae complete dnaJ BSL2
Mycoplasma putrifaciens 16S rDNA BSL3
Mycoplasma synoviae complete 16S rDNA BSL2
Neisseria gonorrhoeae complete dnaJ BSL2
Neisseria meningitidis complete dnaJ BSL2

Neorickettsia risticii complete dnaJ BSL2

Neorickettsia sennetsu complete dnaJ BSL2
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Nocardia africana BSL1*
Nocardia asiatica BSL1*
Nocardia pseudobrasiliensis BSL1*
Nocardia restricta BSL1*
Nocardia transvalensis BSL1*
Nocardia veterana BSL1*
Nocardia yamanashiensis BSL1*
Nocardia abscessus BSL2
Nocardia aobensis BSL2
Nocardia arthritidis BSL2

Nocardia asteroides
ドラフト

(今年度成果)
secA BSL2

Nocardia beijingensis BSL2

Nocardia brasiliensis
ドラフト

(今年度成果)
secA BSL2

Nocardia concava BSL2
Nocardia cyriacigeorgica BSL2
Nocardia elegans BSL2
Nocardia farcinica complete secA BSL2
Nocardia niigatensis BSL2
Nocardia nova BSL2
Nocardia otitidiscaviarum BSL2
Nocardia paucivorans BSL2
Nocardia puris BSL2
Nocardia vinacea BSL2
Orientia tsutsugamushi complete dnaJ BSL3
Paenibacillus larvae larvae BSL1
Pasteurella multocida gallicida 16S rDNA BSL2
Pasteurella multocida multocida complete dnaJ、toxin BSL2
Pasteurella multocida septica 16S rDNA BSL2
Pasteurella pneumotropica 16S rDNA BSL2
Pasteurella trehalosi 16S rDNA BSL2
Photobacterium damselae damselae ドラフト 16S rDNA BSL2
Plesiomonas shigelloides 16S rDNA BSL2
Proteus penneri ドラフト 16S rDNA BSL2
Proteus vulgaris 16S rDNA BSL2
Pseudomonas acidovorans complete BSL1*
Pseudomonas alcaligenes BSL1*
Pseudomonas luteola BSL1*
Pseudomonas mendocina complete BSL1*
Pseudomonas oryzihabitans BSL1*
Pseudomonas aeruginosa complete dnaJ BSL2
Ralstonia mannitolilytica BSL1*
Ralstonia pickettii complete BSL1*
Ralstonia solanacearum complete gyrB BSL1*
Rhodococcus gordoniae BSL1*
Rhodococcus equi complete 16S rDNA BSL2
Rickettsia aeschlimannii 16S rDNA BSL2
Rickettsia africae complete 16S rDNA BSL3
Rickettsia akari complete 16S rDNA BSL3
Rickettsia australis 16S rDNA BSL3
Rickettsia bellii complete 16S rDNA BSL3
Rickettsia canadensis complete 16S rDNA BSL3
Rickettsia conorii complete 16S rDNA BSL3
Rickettsia felis complete 16S rDNA BSL2
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別表1（つづき）　調査を実施した有害菌のゲノム解析状況と指標遺伝子候補

GENUS SPECIES SUBSPECIES
血清型

(毒素型）
ゲノム解析 指標遺伝子候補

細菌学会

BSL

Rickettsia helvetica 16S rDNA BSL2
Rickettsia japonica 16S rDNA BSL3
Rickettsia massiliae complete 16S rDNA BSL2
Rickettsia montanensis complete 16S rDNA BSL3
Rickettsia parkeri 16S rDNA BSL3
Rickettsia prowazekii complete 16S rDNA BSL3
Rickettsia rhipicephali 16S rDNA BSL3
Rickettsia rickettsii complete 16S rDNA BSL3
Rickettsia sib irica ドラフト 16S rDNA BSL3
Rickettsia typhi complete 16S rDNA BSL3
Riemerella anatipestifer complete 16S rDNA BSL2
Rothia dentocariosa complete 16S rDNA BSL2
Salmonella enterica arizonae complete InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella enterica bongori 16SrDNA BSL2
Salmonella enterica diarizonae InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella enterica enterica Abortusequi InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella enterica enterica Enteriritidis complete InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella enterica enterica Typhimurium complete InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella enterica enterica Dublin、 Ente complete InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella enterica enterica Paratyphi　A complete InvA、 Enterotoxin BSL3

Salmonella enterica enterica Typhi complete
InvA、
Enterotoxin、 ViaB

BSL3

Salmonella enterica houtenae InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella enterica indica InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella enterica salamae InvA、 Enterotoxin BSL2
Salmonella subterranea 16S rDNA BSL2
Serratia liquefaciens 16S rDNA BSL2
Serratia marcescens marcescens complete dnaJ BSL2
Serratia marcescens sakuensis 16S rDNA BSL2
Serratia rub idaea 16S rDNA BSL2

Shigella boydii complete
dnaJ、 Shiga、

ipaB、

invG（今年度成果）

BSL2

Shigella dysenteriae complete
dnaJ、 Shiga、

ipaB、

invG（今年度成果）

BSL2

Shigella flexneri complete
dnaJ、 Shiga、

ipaB、

invG（今年度成果）

BSL2

Shigella sonnei complete
dnaJ、 Shiga、

ipaB、

invG（今年度成果）

BSL2

Simkania negevensis 16S rDNA BSL2
Sphingobacterium multivorum BSL1*
Sphingobacterium spiritivorum ドラフト BSL1*
Sphingobacterium thalpophilum BSL1*
Sphingomonas paucimobilis BSL1*
Staphylococcus aureus anaerobius dnaJ BSL2
Staphylococcus aureus aureus complete dnaJ、t oxin BSL2
Staphylococcus epidermidis complete 16S rDNA BSL2
Staphylococcus hyicus hyicus dnaJ BSL2
Stenotrophomonas maltophilia BSL1*
Streptobacillus moniliformis complete dnaJ BSL2
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別表 2. 新たに情報を収集した病原菌リスト 

 

  

属名 種名 亜種名
ゲノム解析

状況注）
細菌学会

BSL

Actinomadura latina BSL1*

Actinomyces catuli BSL1*

Actinomyces europaeus 実施中 BSL1*

Actinomyces funkei BSL1*

Actinomyces gerencseriae 実施中 BSL1*

Actinomyces graevenitzii 実施中 BSL1*

Actinomyces hongkongensis 実施中 BSL1*

Actinomyces meyeri BSL1*

Actinomyces neuii anitratus BSL1*

Actinomyces neuii neuii 実施中 BSL1*

Actinomyces odontolyticus 解析済み（ドラフト） BSL1*

Aggregatibacter segnis 解析済み（ドラフト） BSL1*

Alcaligenes faecalis faecalis BSL1*

Alloiococcus otitis 実施中 BSL1*

Anaerobiospirillum succiniciproducens BSL1*

Anaerobiospirillum thomasii BSL1*

Anaerococcus hydrogenalis 解析済み（ドラフト） BSL1*

Anaerococcus lactolyticus 解析済み（ドラフト） BSL1*

Anaerococcus octavius BSL1*

Anaerococcus tetradius 解析済み（ドラフト） BSL1*

Anaplasma caudatum BSL1*

Anaplasma centrale 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Burkholderia ambifaria 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Burkholderia thailandensis 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Capnocytophaga leadbetteri BSL2
Catonella morbi 解析済み（ドラフト） BSL1*
Clostridium ramosum 解析済み（ドラフト） BSL1*
Clostridium sphenoides BSL1*

Corynebacterium aurimucosum 解析済み（全ゲノム）
BSL1*

Corynebacterium propinquum BSL1*
Corynebacterium simulans 実施中 BSL1*

Cronobacter dublinensis dublinensis BSL1*
Cronobacter dublinensis lactaridi BSL1*
Cronobacter dublinensis lausannensis BSL1*
Cronobacter malonaticus 実施中 BSL1*

Cronobacter muytjensii BSL1*

Cronobacter turicensis 解析済み（全ゲノム）
BSL1*

Desulfomicrobium orale BSL1*
Enterococcus avium BSL1*

注）他機関でのゲノム解析状況を含む（GOLD: Genomes Online Database, http://www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi)
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別表 2.（続き） 

 

  

属名 種名 亜種名
ゲノム解析

状況注）

細菌学会
BSL

Flavimonas oryzihabitans BSL1*
Hafnia alvei 実施中 BSL1*

Helicobacter heilmannii BSL2

Lactobacillus rhamnosus 解析済み（全ゲノム）
BSL1*

Mycobacterium paratuberculosis BSL2

Mycoplasma haemosuis BSL1*

Nocardia exalbida BSL1*

Nocardia higoensis BSL1*

Nocardia ignorata BSL1*

Nocardia inohanensis BSL1*

Nocardia kruczak iae BSL1*

Nocardia mexicana BSL1*

Nocardia mikamii BSL1*

Nocardia pneumoniae BSL1*

Nocardia salmonicida BSL1*

Nocardia seriolae BSL1*

Nocardia sienata BSL1*

Nocardia testacea BSL1*

Paraeggerthella hongkongensis BSL1*
Parvimonas micra 解析済み（ドラフト） BSL1*
Peptoniphilus indolicus 実施中 BSL1*

Peptostreptococcus stomatis 解析済み（ドラフト） BSL1*

Prevotella saccharolytica 実施中 BSL1*

Prevotella salivae 解析済み（ドラフト） BSL1*

Prevotella shahii BSL1*

Prevotella stercorea 実施中 BSL1*

Prevotella veroralis 解析済み（ドラフト） BSL1*

Prevotella zoogleoformans BSL1*

Pseudomonas otitidis BSL1*

Pseudomonas putida 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Rickettsia heilongjiangensis 解析済み（全ゲノム）
BSL3

Rickettsia mongolotimonas BSL3

Rickettsia raoultii BSL3

Rickettsia amblyommii 解析済み（全ゲノム）
BSL3

Roseomonas cervicalis 解析済み（ドラフト） BSL1*

Roseomonas gilardii gilardii BSL1*

Roseomonas gilardii rosea BSL1*

Roseomonas mucosa BSL1*

Rothia aeria 実施中 BSL1*

注）　他機関でのゲノム解析状況を含む（GOLD: Genomes Online Database, http://www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi)
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別表 2.（続き） 

 
  

属名 種名 亜種名
ゲノム解析

状況注）

細菌学会
BSL

Selenomonas artemidis 解析済み（ドラフト） BSL1*

Selenomonas dianae BSL1*

Selenomonas flueggei 解析済み（ドラフト） BSL1*

Selenomonas infelix 実施中 BSL1*

Serratia grimesii BSL1*

Serratia proteamaculans proteamacula
ns 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Shewanella algae BSL1*

Shewanella putrefaciens 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Slack ia equolifaciens BSL1*

Slack ia isoflavoniconvertens BSL1*

Sphingobacterium faecium BSL1*

Sphingomonas parapaucimobilis BSL1*

Staphylococcus hominis novobioseptic
us 解析済み（ドラフト） BSL1*

Streptococcus infantis 解析済み（ドラフト） BSL1*

Streptococcus iniae 実施中 BSL1*

Streptococcus lutetiensis 実施中 BSL1*

Streptococcus mitis 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Streptococcus mutans 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Streptococcus gallolyticus gallolyticus 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Streptococcus gallolyticus macedonicus BSL1*

Streptococcus gallolyticus pasteurianus BSL1*

Streptococcus infantarius infantarius BSL1*

Streptococcus salivarius salivarius BSL1*

Streptococcus salivarius thermophilus BSL1*

Streptococcus sobrinus 実施中 BSL1*

Streptomyces somaliensis 実施中 BSL1*

Sutterella parvirubra 実施中 BSL1*

Sutterella wadsworthensis 解析済み（ドラフト） BSL1*

Tatumella ptyseos 実施中 BSL1*

Treponema amylovorum 実施中 BSL1*

Treponema denticola 解析済み（全ゲノム） BSL1*

Treponema lecithinolyticum BSL1*

Treponema maltophilum 実施中 BSL1*

Treponema medium 実施中 BSL1*

Treponema parvum 実施中 BSL1*

Treponema pectinovorum 実施中 BSL1*

Treponema putidum BSL1*

Treponema socransk ii buccale BSL1*

Treponema socransk ii paredis 実施中 BSL1*

Treponema socransk ii socransk ii 実施中 BSL1*

Tsukamurella inchonensis BSL1*

Tsukamurella pulmonis BSL1*

Tsukamurella tyrosinosolvens BSL1*

Turicella otitidis 実施中 BSL1*

Ureaplasma parvum 解析済み（全ゲノム） BSL1*

varibaculum cambriense BSL1*

Yokenella regensburgei 実施中 BSL1*

注）　他機関でのゲノム解析状況を含む（GOLD: Genomes Online Database, http://www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi)
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別表 3. 動物病原菌リスト（家畜伝染病予防法） 

 

  

属名 種名 亜種名
細菌学会

BSL
特定病原体
（感染症法）

家畜監視・検疫 家畜疾病名 ゲノム解析状況注）

Actinobacillus capsulatus BSL2 届出伝染病

Actinobacillus equuli equuli BSL2 届出伝染病

Actinobacillus equuli haemolyticus BSL2 届出伝染病

Actinobacillus lignieresii BSL2 届出伝染病 牛アクチノバチラス症

Actinobacillus pleuropneumoniae BSL2 届出伝染病
豚胸膜肺炎　（porcine
pleuropneumonia）

解析済み　（全ゲノム）

Actinobacillus seminis BSL1* 届出伝染病

Actinobacillus suis BSL2 届出伝染病 ブタ アクチノバチラス症 実施中

Actinomyces bovis BSL2 届出伝染病 放線菌症

Aegyptianella pullorum BSL1* 届出伝染病 鶏エジプチア症(リケッチア）

Anaplasma caudatum BSL1* 届出伝染病

Anaplasma centrale BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Anaplasma marginale BSL2 家畜伝染病
アナプラズマ病
（Anaplasmosis）

解析済み　（全ゲノム）

Anaplasma ovis BSL2 届出伝染病

Anaplasma phagocytophilum BSL2 届出伝染病 　 解析済み　（全ゲノム）

Arcanobacterium pyogenes BSL2 届出伝染病 　

Avibacterium paragallinarum BSL2 届出伝染病 実施中

Bacillus anthracis BSL3 2種病原体 家畜伝染病 炭疽　（anthrax） 解析済み　（全ゲノム）

Bordetella avium BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Bordetella bronchiseptica BSL2 届出伝染病
萎縮性鼻炎　(atrophic
rhinitis of swine)

解析済み　（全ゲノム）

Borrelia anserina BSL2 届出伝染病

Borrelia theileri BSL2 届出伝染病

Brachyspira hyodysenteriae BSL2 届出伝染病 豚赤痢　（swine dysentery） 解析済み　（全ゲノム）

Branhamella ovis BSL1* 届出伝染病

Brucella
melitensis pathovar.
Abortus

BSL3 3種病原体 家畜伝染病 ブルセラ病　（Brucellosis）

Brucella
melitensis pathovar.
Canis

BSL3 3種病原体 届出伝染病

Brucella
melitensis pathovar.
Melitensis

BSL3 3種病原体 家畜伝染病 ブルセラ病　（Brucellosis）

Brucella
melitensis pathovar.
Ovis

BSL3 家畜伝染病 ブルセラ病　（Brucellosis）

Brucella
melitensis pathovar.
Suis

BSL3 3種病原体 家畜伝染病 ブルセラ病　（Brucellosis）

Burkholderia mallei BSL3 3種病原体 家畜伝染病 鼻疽　（glanders） 解析済み　（全ゲノム）

Burkholderia pseudomallei BSL3 3種病原体 届出伝染病 類鼻疽(melioidosis) 解析済み　（全ゲノム）

Campylobacter fetus fetus BSL2 届出伝染病
牛カンピロバクター症(bovine
genital campylobacteriosis)

解析済み　（全ゲノム）

Campylobacter fetus venerealis BSL2 届出伝染病
牛カンピロバクター症(bovine
genital campylobacteriosis)

解析済み　（ドラフト）

Campylobacter hyointestinalis hyointestinalis BSL1* 輸入届出

Campylobacter jejuni jejuni BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Campylobacter mucosalis BSL1* 届出伝染病 実施中

Chlamydophila abortus BSL2 届出伝染病
流行性羊流産　(enzootic
abortion of ewes)

解析済み　（全ゲノム）

Chlamydophila pecorum BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Chlamydophila psittaci BSL2 4種病原体 届出伝染病 オウム病 解析済み　（全ゲノム）

注）　他機関でのゲノム解析状況を含む（GOLD: Genomes Online Database, http://www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi)
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別表 3．（続き） 

 

  

属名 種名 亜種名
細菌学会

BSL
特定病原体
（感染症法）

家畜監視・検疫 家畜疾病名 ゲノム解析状況注）

Clostridium botulinum toxinA BSL2 2種病原体 届出伝染病

Clostridium botulinum toxinB BSL2 2種病原体 届出伝染病

Clostridium botulinum toxinC BSL2 2種病原体 届出伝染病

Clostridium botulinum toxinD BSL2 2種病原体 届出伝染病

Clostridium botulinum toxinE BSL2 2種病原体 届出伝染病

Clostridium botulinum toxinF BSL2 2種病原体 届出伝染病

Clostridium botulinum toxinG BSL2 2種病原体 届出伝染病

Clostridium chauvoei BSL2 届出伝染病 気腫疽　(blackleg) 実施中

Clostridium haemolyticum BSL2 届出伝染病

Clostridium novyi BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Clostridium perfringens BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Clostridium septicum BSL2 届出伝染病 実施中

Clostridium tetani BSL2 届出伝染病 破傷風　(tetanus) 解析済み　（全ゲノム）

Corynebacterium pilosum BSL1* 届出伝染病

Corynebacterium pseudotuberculosis BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Corynebacterium renale BSL2 届出伝染病

Coxiella burnetii BSL3 3種病原体 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Dermatophilus congolensis BSL2 届出伝染病

Dichelobacter nodosus BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Ehrlichia canis BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Ehrlichia ruminantium BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Erysipelothrix rhusiopathiae BSL2 届出伝染病 豚丹毒　(swine erysipelas) 解析済み　（全ゲノム）

Erysipelothrix tonsillarum 　 BSL2 届出伝染病

Escherichia coli BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Escherichia coli BSL2 4種病原体 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Francisella tularensis novicida BSL2 届出伝染病 野兎病　(tularemia) 解析済み　（全ゲノム）

Francisella tularensis holarctica BSL3 2種病原体 届出伝染病 野兎病　(tularemia) 解析済み　（全ゲノム）

Francisella tularensis mediasiatica BSL3 届出伝染病 野兎病　(tularemia) 解析済み　（全ゲノム）

Francisella tularensis tularensis BSL3 2種病原体 届出伝染病 野兎病　(tularemia) 解析済み　（全ゲノム）

Fusobacterium necrophorum necrophorum BSL2 届出伝染病 実施中

Haemobartonella canis BSL1* 届出伝染病

Haemophilus parasuis BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Histophilus somni BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Klebsiella pneumoniae ozaenae BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Klebsiella pneumoniae pneumoniae BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Leptospira interrogans BSL2 届出伝染病
レプトスピラ症
(leptospirosis)

解析済み　（全ゲノム）

注）　他機関でのゲノム解析状況を含む（GOLD: Genomes Online Database, http://www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi)
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別表 3．（続き） 

 

  

属名 種名 亜種名
細菌学会

BSL
特定病原体
（感染症法）

家畜監視・検疫 家畜疾病名 ゲノム解析状況注）

Listeria ivanovii ivanovii BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Listeria monocytogenes BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Moraxella bovis BSL2 届出伝染病 実施中

Mycobacterium avium avium BSL2 届出伝染病
鶏結核病
(avian tuberculosis)

実施中

Mycobacterium avium paratuberculosis BSL2 家畜伝染病
ヨーネ病　(Johne's disease
－paratuberculosis)

解析済み　（全ゲノム）

Mycobacterium bovis bovis BSL3 ４種病原体 家畜伝染病 結核病　(tuberculosis) 解析済み　（全ゲノム）

Mycobacterium caprae BSL2 　 家畜伝染病

Mycobacterium intracellulare BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Mycobacterium kansasii BSL2 届出伝染病 実施中

Mycobacterium scrofulaceum BSL2 届出伝染病

Mycobacterium xenopi BSL2 届出伝染病

Mycoplasma agalactiae BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Mycoplasma bovigenitalium BSL1* 届出伝染病

Mycoplasma bovis BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Mycoplasma canadense BSL1* 届出伝染病

Mycoplasma canis BSL1* 届出伝染病 実施中

Mycoplasma capricolum capricolum BSL2 届出伝染病
伝染性無乳症　(contagious
agalactia)

解析済み　（全ゲノム）

Mycoplasma capricolum capripneumoniae BSL2 届出伝染病
山羊伝染性胸膜肺炎
(contagious caprine
pleuropneumonia)

解析済み　（ドラフト）

Mycoplasma conjunctivae BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Mycoplasma cynos BSL1* 届出伝染病

Mycoplasma dispar BSL1* 届出伝染病

Mycoplasma flocculare BSL1* 届出伝染病 実施中

Mycoplasma gallisepticum BSL2 届出伝染病
鶏マイコプラズマ病
(chicken mycoplasmosis)

解析済み　（全ゲノム）

Mycoplasma haemosuis BSL1* 届出伝染病

Mycoplasma hyopneumoniae BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Mycoplasma hyorhinis BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Mycoplasma hyosynoviae BSL1* 届出伝染病

Mycoplasma mycoides mycoides BSL3　註３
家畜伝染病、届出
伝染病

牛肺疫(contagious bovine
pleuropneumonia)、
伝染性無乳症(contagious
agalactia)

実施中

Mycoplasma putrifaciens BSL3　註３ 届出伝染病
伝染性無乳症（羊）、山羊伝
染性胸膜肺炎（山羊）

Mycoplasma synoviae BSL2 届出伝染病
鶏マイコプラズマ病
(chicken mycoplasmosis)

解析済み　（全ゲノム）

Mycoplasma wenyonii BSL1* 届出伝染病 実施中

Neorickettsia risticii BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Nocardia asteroides BSL2 届出伝染病

注）　他機関でのゲノム解析状況を含む（GOLD: Genomes Online Database, http://www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi)
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別表 3．（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属名 種名 亜種名
細菌学会

BSL
特定病原体
（感染症法）

家畜監視・検疫 家畜疾病名 ゲノム解析状況注）

Paenibacillus larvae larvae BSL1* 家畜伝染病 アメリカ腐蛆病　(foul brood) 実施中

Pasteurella multocida BSL2 届出伝染病
萎縮性鼻炎　(atrophic
rhinitis of swine)

Pasteurella multocida multocida BSL2 家畜伝染病
出血性敗血症
(hemorrhagic septicemia) 、
家きんコレラ　fowl cholera)

Pasteurella trehalosi BSL2 届出伝染病

Pseudomonas aeruginosa BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Rhodococcus equi BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Salmonella enterica enterica BSL2
家畜伝染病、
届出伝染病

馬パラチフス　(equine
paratyphoid)、
家きんサルモネラ感染症
(salmonelosis in
chickens:only salmonelosis
caused by pathogens
Ministerial Ordinance)

解析済み　（全ゲノム）

Staphylococcus aureus aureus BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Staphylococcus chromogenes BSL1* 届出伝染病

Staphylococcus epidermidis BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Staphylococcus hyicus hyicus BSL2 届出伝染病

Streptococcus agalactiae BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Streptococcus dysgalactiae dysgalactiae BSL2 届出伝染病 実施中

Streptococcus dysgalactiae equisimilis BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Streptococcus equi equi BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Streptococcus equi zooepidemicus BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Streptococcus pneumoniae BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Streptococcus porcinus BSL1* 届出伝染病 実施中

Streptococcus suis BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Streptococcus uberis BSL1* 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Taylorella equigenitalis BSL2 届出伝染病 馬伝染性子宮炎 解析済み　（全ゲノム）

Treponema paraluiscuniculi BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Ureaplasma diversum BSL1* 届出伝染病

Yersinia enterocolitica enterocolitica BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Yersinia enterocolitica palearctica BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

Yersinia pseudotuberculosis BSL2 届出伝染病 解析済み　（全ゲノム）

注）　他機関でのゲノム解析状況を含む（GOLD: Genomes Online Database, http://www.genomesonline.org/cgi-bin/GOLD/index.cgi)
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研究開発項目①「バイオレメディエーションのための標準微生物の確立」 

1-2.標準微生物の確立（バイオオーグメンテーション実施環境の整備） 

 

緒言 

バイオオーグメンテーションに利用するための塩素化エチレン類分解菌（コンソーシアを含む）

の収集を行う。日本各地の実汚染現場等の試料から集積培養等によって分解菌（コンソーシア）

の分離・収集を行う。分離菌株については分解活性等を指標として、菌株の選抜を行った後、バ

イレメ指針適合性確認を受ける。指針適合株を用いた実証試験を実施し、その安全性や有効性

を確認し、最終的にカルチャーコレクションより頒布する体制を整える。 

具体的には、各地の塩素化エチレン類汚染土壌・地下水ならびに人工的に汚染させた土壌・

地下水等を試料とし、塩素化エチレン類や関連物質で生育する微生物集団を集積し、さらに分

離培養により個々の微生物菌（群）を分離する。分離菌について、分解特性（分解活性、中間生

成物、酵素誘導基質、分解スペクトル等）や系統分類学的な解析を実施し、菌株の選抜を行い、

バイレメ指針の適合性確認を受ける。 

 

事業の成果 

a) 好気性分解菌の収集、培養、同定、保存 

【国立大学法人長岡技術科学大学】 

（共同実施先：独立行政法人製品評価技術基盤機構） 

 

選抜方法 

 

塩素化エチレン類の分解菌を取得するために、土壌・地下水試料からの選抜を試みた。操作の流れと

しては、まず環境試料をスターターに用いて行った集積培養試料から塩素化エチレンで有意な生育を

示す菌を選抜し（集積）、続いてそれら選抜菌の塩素化エチレンに対する分解能を機器分析により評

価・選抜した（選抜）。分解の対象物質として、塩素化エチレン類の中でトリクロロエチレン（TCE）、シス−

ジクロロエチレン（cis-DCE）、トランス−ジクロロエチレン（trans-DCE）に決めて選抜を行った (図①

-2-a-1)。シス−ジクロロエチレンは、トリクロロエチレンよりも毒性が高いとされ、嫌気的なトリクロロエチレ

ン分解の過程で蓄積する場合があることから、この分解菌の開発も重要であると考えられた。 
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集積の結果 

 各地から収集した環境試料に無機塩培地と炭素源としていずれかの塩素化エチレン類を添加し

て 25°C で集積培養し、試料中に存在する塩素化エチレン分解菌の優占化を図った。以下、培養

は 25°C にて行った。およそ 2 ヶ月ごとに少量採取した集積培養サンプルを無機塩寒天培地に接

種し、集積培養で使用した塩素化エチレンを供給して数日間培養し、生じたコロニーを候補株とし

て単離した (図①-2-a-2)。その結果、トリクロロエチレン、シス−ジクロロエチレンおよびトランス−ジ

クロロエチレンを基質とした集積培養サンプルから、それぞれ 9、144 株、213 株、180 株の候補菌

株を取得した。 

 得られた候補菌から、塩素化エチレンに依らず、寒天培地の微量成分を利用して生育する菌株

を除外するために、無機塩寒天培地上に接種したそれぞれの菌株について、集積培養時に使用

した塩素化エチレン類の有りと無しで数日間培養した。塩素化エチレン類を供給した時にのみ生

育したもの、あるいは供給した時に旺盛な生育が認められたものをピックアップし、貧栄養培地であ

る R2A 寒天培地または 1/5 LB 寒天培地を用いた純粋分離を行って再度塩素化エチレンでの生

育能を確認し、トリクロロエチレンでは 4 株、シス−ジクロロエチレンでは 12 株、トランス−ジクロロエ

チレンでは 4 株の分解菌候補株を単離した。 

 

 

図①-2-a-1. 塩素化エチレン分解菌の選抜方法の流れ 
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集積菌の選抜 

 分解候補株の塩素化エチレン分解活性をヘッドスペースガスクロマトグラフィーで解析した。20 ml の

ガラスバイアルに無機塩培地に OD600=10 以上で菌体を懸濁した 1 ml の菌体懸濁液、500 nmol の塩素

化エチレンを充填し、テフロン被覆ブチルゴム栓およびアルミキャップで密栓した。バイアルを 25℃で振

とう培養後、気相部を採取して、ガスクロマトグラフィーで測定し、バイアル内の塩素化エチレン残存量

を求めた。対照には、菌体培養液をオートクレーブ処理した滅菌サンプルを用いた。 

 トリクロロエチレン分解候補株およびトランス−ジクロロエチレン分解候補株では、塩素化エチレンの分

解は見られなかった。シス−ジクロロエチレン分解候補株については、6 株で顕著なシス−ジクロロエチレ

ンの分解が見られた。特に cD2-2-1 株では、4 日でシス−ジクロロエチレンを 80%分解した (図①

-2-a-3)。 

 シス−ジクロロエチレン分解菌 6 株のうち、4 株について 16S rRNA 遺伝子配列による系統解析を行っ

た。その結果、cD2-2-1 株および cD1-1-1-2 株は、Solibacillus silvestris HR3-23 株と 99%以上の相同

性を示した。cD3-2-1-2 株および cD3-2-2 株は、Bacillus psychrodurans DSM 11713 株と 98%以上の相

同性を示した。得られたこれらの分解菌が全て Bacillus 属に近縁な細菌であることが示唆された。 

 

 

図①-2-a-2. 塩素化エチレン分解菌の一次選抜方法の流れ 
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芳香族化合物等分解菌からの選抜 

 トルエン資化細菌 Pseudomonas putida F1 やメタン資化細菌 Methylocystis sp. M などに代表される酸

素添加酵素を利用して芳香族化合物やアルカンなどを分解する微生物において、トリクロロエチレンの

共代謝分解が多く報告されている。そこで、塩素化エチレン類を用いた環境試料からスクリーニングとは

別のアプローチとして、芳香族化合物分解能を示す微生物からのトリクロロエチレン分解菌の選抜も行

った。具体的な供試菌として、過去に単離されたビフェニル分解菌である Rhodococcus jostii RHA1、今

回新たに環境試料から単離したフェノール資化細菌 4 株 (PHE1-3、PHE2-6、PHE3-6、PHE5-3) を用

い、トリクロロエチレン分解試験を行った。分解試験では、20 mlのガラスバイアル中にOD600=10になるよ

うに無機塩培地に細胞を懸濁した 1 ml の菌懸濁液と 500 nmol のトリクロロエチレン (65ppm で環境基準

値の 25 倍) を密封して培養し、ガスクロマトグラフィーによりバイアル気相中トリクロロエチレンの残存量

をもとめた。分解試験の結果、すべての菌株でトリクロロエチレンの分解が認められた。ビフェニル存在

下で培養した RHA1 株では 3 日間の培養でほぼ 100% のトリクロロエチレンの分解が見られ、フェノール

で培養したフェノール資化菌においては 24 時間の培養で 70-100%のトリクロロエチレンの分解が観察さ

れた (図①-2-a-4)。さらに、フェノール資化菌の 16S rRNA 遺伝子領域の塩基配列について解析したと

PHE1-3 および PHE2-6 株は Comamonas 属 、PHE3-6 株は Cupriavidus 属 、PHE5-3 株は

Stenotrophomonas 属の近縁種であると示唆された。また、ジメチルスルフォキシド(DMSO)分解菌

Acinetobacter sp. 20B 株でもトリクロロエチレンの分解が認められた。 

  

 

図①-2-a-3. シス-ジクロロエチレン分解菌候補の分解試験結果 
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図①-2-a-4. トリクロロエチレン分解菌候補の分

解試験結果. フェノール資化菌 4 株（↑）および

ビフェニル資化菌 RHA1（→）. N.D., 不検出 
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既往菌株からの選抜 

 既に TCE の分解が報告されている保存菌株も有望な候補である。そこで、入手可能な 6 株について

分譲を受け、上述の方法に沿って TCE 分解能を調べた。その結果 Janibacter terrae NBRC107854 で

のみ分解能が認められた (表①-2-a-1)。他の株は保存期間中に分解能を失ったと思われる。 

 

表①-2-a-１．既往 TCE 分解菌の TCE 分解活性 
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菌名 報告 結果 

Janibacter terrae 

NBRC107854 

TCE 分解菌 

TCE、フェノールで生育 1) 

TCE、フェノールで生育せず 

LB＋フェノールで TCE を分解 

Janibacter terrae 

NBRC107853T 

ジベンゾフラン分解菌 

フェノールで生育 2)、 3) 

TCE、フェノールで生育せず 

LB＋フェノールで TCE を分解せず 

Janibacter terrae 

JCM21314 

TCE 分解菌 

TCE、フェノールで生育 1) 

TCE、フェノールで生育せず 

LB＋フェノールで TCE を分解せず 

Burkholderia 

kururiensis 

JCM10599 

TCE 分解菌 

フェノールで生育 4) 

フェノールで僅かに生育 

LB＋フェノールで TCE を分解せず 

Ralstonia pickettii 

ATCC700590 

TCE 分解菌 

トルエンで生育 5)、 6) 

トルエンで僅かに生育 

LB＋トルエンで TCE を分解せず 

Wautersia 

numazuensis 

NBRC100056 

TCE 分解菌 

フェノール、トルエンで生育 7) 

フェノール、トルエンで生育 

フェノール生育菌体で TCE を分解せず 
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b) 嫌気的塩素化エチレン類分解菌（群）の収集 

（共同実施先：独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構） 

 

   特許関係の為、非公開 
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c) 収集分解菌の分解特性解析および選抜 

選抜分解菌の解析方法 

項目 a)にて収集した塩素化エチレン分解菌ならびに、TCE を分解する可能性のある既報の分解菌を入

手し、分解能の比較および分解能の発現に必要な条件、分解基質スペクトルを調査した。 

 

シス−ジクロロエチレン分解菌の解析結果 

 シス−ジクロロエチレン分解菌 6 株のうち、最も高い分解活性を示した cD2-2-1 株において、あら

かじめシス−ジクロロエチレンを加えた栄養培地で 12 時間培養したところ、シス−ジクロロエチレン

分解の促進が観察された。この結果から、cD2-2-1 株のシス−ジクロロエチレン分解がそれ自身に

よって誘導されることが示唆された。また、対数増殖期中期の最も増殖が盛んな細胞を用いること

で最も高い分解活性が得られた。 

 

フェノール資化性トリクロロエチレン分解菌の解析結果 

 フェノール資化性トリクロロエチレン分解菌は、いずれの株もコハク酸で生育した場合にはトリクロ

ロエチレンを分解しなかった。フェノールで生育した場合に分解が認められたことから、分解能はフ

ェノールで誘導されることが示唆された。コハク酸を添加して 4 時間培養したところ、PHE1-3 株、

PHE2-6 株および PHE3-6 株でフェノール生育時と同様の分解がみられた。PHE5-3 株は、フェノ

ールを添加しても分解は見られなかった。このことから、これら 4 株はフェノール誘導的に発現する

酵素によってトリクロロエチレンを分解し、PHE5-3 では、より長時間の酵素活性の誘導が必要であ

ることが示唆された。 

 また、PHE3-6 株にはシス−ジクロロエチレン及びトランス−ジクロロエチレンの分解能が認められ

た (表①-2-c-1)。 

 

表①-2-c-1. フェノール資化性トリクロロエチレン分解菌の解析 

菌株 

コハク酸培地 

増殖菌の TCE 

分解能 

フェノールによ

る分解能誘導

性 

シスジクロロエ

チレン分解能 

トランスジクロロ

エチレン分解能 

PHE1-3 ― ＋＋ ― ― 

PHE2-6 ― ＋＋ ― ― 

PHE3-6 ― ＋＋ ＋ ＋ 

PHE5-3 ― ＋（遅い） ― ― 

J. terrae NBRC107854 ND ＋＋ ND ND 

ND、 未定 
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ビフェニル資化性トリクロロエチレン分解菌 R. jostii RHA1 株の解析結果 

 RHA1 では、コハク酸生育細胞でトリクロロエチレン分解が観察され、分解活性にビフェニルでの

誘導を必要としないことが示された。そこでトリクロロエチレンによる分解活性の誘導を考慮して、前

培養時のトリクロロエチレンの有無が分解活性に影響を及ぼすのかを調べた。トリクロロエチレン存

在下で培養した RHA1 を用いると、トリクロロエチレンを 24 時間で 50%まで減少させたが、非存在下

で培養した菌を用いると 90%近いトリクロロエチレンが残存した (図①-2-c-1)。この結果から、

RHA1 によるトリクロロエチレンの分解活性がトリクロロエチレン自体により誘導されることが示唆され

た。 

 RHA1 の他の塩素化エチレンに対する分解活性を調べたところ、シス−ジクロロエチレンで分解が

見られた。テトラクロロエチレンおよびトランス−ジクロロエチレンでは分解は見られなかった (図①

-2-c-2)。 

                                

図①-2-c-1. RHA1 のトリクロロエチレン分解能の誘導性試験 

 

 

図①-2-c-2. RHA1 の塩素化エチレン類分解能 
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Acinetobacter sp. 20B 株の分解試験 

既往の分解菌 Acinetobacter sp. 20B 株を用いた TCE および DCE の分解確認試験を実施し

た。20B 株は、ジメチルスルフィド（DMS）・ジメチルスルフォキシド(DMSO)資化菌（DMS・DMSO を

唯一の硫黄源として生育可能な細菌であることが知られている（Horinouchi et al.、 1997、Takami 

et al.、 1999）。 

DMSO を唯一の硫黄源として生育させた 20B 株を最終 OD600 が 10 となるように sulfur-free 無

機液体培地（炭素源としてコハク酸を含む；SFMM）に懸濁させて、気密バイアル瓶の中で 1 ppm

の TCE、 cis-DCE とゆっくり振とうしながら 24 時間 30°C で反応させた。反応後に残存基質量

を GC-MS にて定量した。なお、滅菌済み菌体をコントロールとして用いた。その結果、図①

-2-c-3 に示すように TCE については約 25%、cis-DCE については約 22%の分解が確認された。 

 

参考文献 

1) Horinouchi M、 Kasuga K、 Nojiri H、 Yamane H、 Omori T. Cloning and characterization of 

genes encoding an enzyme which oxidizes dimethyl sulfide in Acinetobacter sp. strain 20B. FEMS 

Microbiol Lett. 1997 Oct 1;155(1):99-105. 

2) Takami W、 Horinouchi M、 Nojiri H、 Yamane H、 Omori T. Evaluation of trichloroethylene 

degradation by E. coli transformed with dimethyl sulfide monooxygenase genes and/or cumene 

dioxygenase genes. Biotechnology Letters 1999 March 21(3):259-264 

 

 

               図①-2-c-3. 20B 株の塩素化エチレン類分解活性 
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d) 分解菌のゲノム解析         （共同実施先：独立行政法人製品評価技術基盤機構） 

以下の指針適合予定株（2 株）について、ゲノム情報に基づき、系統学的に類縁な病原菌で報

告のある有害遺伝子の有無を確認することで安全性の確認を行った。 

 

①学名：Acinetobacter sp. 20B 株 

②学名：Rhodococcus jostii RHA1 株 

 

Rhodococcus jostii RHA1 については、公開されている遺伝子配列データを利用した。残りの 1

株については得られたゲノム配列をアノテ－ション実行パイプラインである MiGAP(URL: 

http://www.migap.org/)を用いて遺伝子領域を予想した。次に、各株について比較対象として選

んだ病原菌の既知病原因子をリスト化し（病原菌の選定方法と既知病原因子リスト化の方法につ

いては後述）、それらの病原因子の遺伝子配列をそれぞれ対象となる 2 株の全遺伝子に対して

BLASTP で検索を行った。BLASTP の結果は、閾値は E 値を 1e-10 以下とし、ヒットのうち遺伝子

配列同士がお互いの長さに対して 70％以上の長さでヒットする場合を有意と見なした。 

 

①Acinetobacter sp. 20B 株 

 Acinetobacter 属細菌の病原因子および病原メカニズムに関する研究については、十分な蓄積

がなされておらず、不明な点が多い。唯一 A. haemolyticus では腸内細菌で知られている志賀毒素

生産の報告例があるものの、詳細についてはわかっていない。一方で Acinetobacter と近縁な病原

菌である緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa ）では、病原因子（毒素）について遺伝子レベルで解明

されている。そこで、A. haemolyticus で報告のある志賀毒素の遺伝子、および緑膿菌の既知病原

因子で本株への検索用の病原因子リストを作成することにした。緑膿菌の病原因子については、

Viruelnce Factors Database (VFDB、 URL:http://www.mgc.ac.cn/VFs/ )から緑膿菌で報告され

ているヒト病原性に関する遺伝子を対象とした。   

  

【遺伝子検索結果】 

毒素（志賀毒素、ExotoxinA、青酸、プロテアーゼ、リパーゼ、およびタイプⅢの分泌機構）や、ク

オラムセンシング、抗菌機能、表面活性物質に関連した遺伝子については、相当する遺伝子は

20B 株のゲノムには見つからなかった。一方、鉄の取り込みについては、シデロフォア合成に必要

な遺伝子は持たないもののレセプター遺伝子を、抗食細胞機構に関連した遺伝子については、ア

ルギン酸合成に必要な遺伝子は持たないものの、アルギン酸合成遺伝子の転写に関わる遺伝子

を持っていた。また、緑膿菌の病原性遺伝子の転写に重要な役割を持つ GacS/GacA 

two-component system が見つかった。本遺伝子は非病原菌を含む様々なグラム陰性菌も持って

いる。さらに、Type IV pili （IV 型線毛）の合成系および単収縮運動性（twitching motility）に関連し

た遺伝子については、20B 株も相当遺伝子を幾つか持っていた（20B 株の持つ遺伝子数/緑膿菌

の持つ遺伝子数： 合成系 15/24 個、単収縮運動性 5/15 個）。 
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【安全性評価】 

 20B 株は、緑膿菌の持つ病原因子の転写制御に関する遺伝子に相当する遺伝子を持っている

が、緑膿菌においてそれらの遺伝子で制御を受ける遺伝子は 20B 株には見つからず、これらの転

写因子の 20B 株における機能は不明である。一方、緑膿菌の持つ関連遺伝子全てが見つかった

わけではないが、緑膿菌においては宿主への感染に関与する重要な病原因子である Type IV pili

関連の遺伝子を 20B 株は保持していた。 

したがって、20B 株は Type IV pili を持つ可能性があり宿主表面への付着は可能かもしれない

が、宿主にダメージを与えるような毒素、分泌システムは持たないため、万が一日和見感染が起き

た時に、有効な薬剤が存在するならばバイレメ株として安全に利用できる菌株であると考えられる。 

 

②学名：Rhodococcus jostii RHA1 株 

Rhodococcus 属では、子馬やエイズ患者等の免疫不全患者への感染症原因菌として知られる

Rhodococcus equi、また近縁種である結核菌（Mycobacterium tuberculosis）の病原因子をリスト化

した。Rhodococcus equi については、文献調査を行い病原因子のリスト化を行った。 

結核菌の病原因子については、Viruelnce Factors Database (VFDB、 

URL:http://www.mgc.ac.cn/VFs/ ) から結核菌で報告されているヒト病原性に関する遺伝子を対

象とした。   

 

【遺伝子検索結果】 

Rhodococcus equi の病原因子との比較 

 転写因子やプロテアーゼ遺伝子の他、superoxide dismutase 遺伝子などを RHA1 株は持ってい

たが、Rhodococcus equi 強毒株の病原性プラスミド上にコードされている毒力関連抗原

( Virulence-associated protein antigen、VapA) 遺伝子や vap gene family (vapI、 vapC、 vapD、 

vapE、 vapF、 vapG、 vapH)は見つからなかった。 

 

Mycobacterium tuberculosis (結核菌)の病原因子との比較 

RHA1 株に見つかった遺伝子は、アミノ酸合成等、非病原菌を含む多くのバクテリア、もしくは放

線菌で保存されている遺伝子が多かった。また、Sulfolipid-1 合成、Micobactin 合成、および

Antigen85 合成に関連した遺伝子については、必要な全遺伝子が揃っておらず機能していないと

考えられた。その他に、付着因子 hbhA(Heparin-binding hemagglutinin)や抗悪性腫瘍剤ドキソルビ

シン（doxorubicin）耐性に寄与するトランスポーター、マクロファージ内での生存に必要である

eis(Enhanced intracellular survival protein)、pknG(Serine/threonine-protein kinase PknG)等の遺

伝子が見つかった。また、Mammalian cell entry(mce) operons のうち Mce4 operon が見つかったが

Mce4 operon については RHA1 株自身でステロイドの取り込みに関与することが調べられている。 
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【安全性評価】 

現在、RHA1 で見つかった病原遺伝子について、論文等の情報を元に詳細な調査を実施中で

ある。 

 

参考文献 

1) Letek M  et al、  The genome of a pathogenic rhodococcus: cooptive virulence underpinned by 

key gene acquisitions. PLoS Genet. 2010 Sep 30;6(9). pii: e1001145. 

2) Mohn WW  et al.、 The actinobacterial mce4 locus encodes a steroid transporter. 

J Biol Chem. 2008 Dec 19;283(51):35368-74. Epub 2008 Oct 27. 
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e) 選抜した分解菌の指針適合 

【国立大学法人長岡技術科学大学】 

 

Rhodococcus jostii RHA1 株 

前述したように、Rhodococcus jostii RHA1 株はトリクロロエチレンおよびシス−ジクロロエチレンを分

解し、トリクロロエチレン自体で分解活性が誘導されることが明らかとなった。このような分解特性

は、トリクロロエチレン汚染の浄化だけでなく、トリクロロエチレンの嫌気的分解産物シス−ジクロロエ

チレンによる汚染にも対応できると期待できる。そこで「微生物によるバイオレメディエーション利用

指針」への適合申請を目指し、生育条件、代謝能、薬剤耐性、分解経路の検討を行った。 

 

生育条件 

 各 pH ならびに各温度で生育を比較し、生育至適 pH は pH6.0、生育至適温度は 30℃で結論し

た。また、38℃では生育しなかった（図①-2-e-1）。 

 

 

図①-2-e-1. 各 pH での RHA1 株の増殖曲線 (1/5LB 培地) 

 

薬剤耐性 

RHA1 は 100 µg/ml のアンピシリン、30 µg/ml のナリジクス酸に耐性を示した。50 µg/ml のカナマイ

シン、30 µg/ml のクロラムフェニコール、20 µg/ml のチオストレプトンに感受性を示した。 

 

代謝能 

 RHA1 が代謝できる基質を調べるために、GP2 MicroPlate (Biolog、 Inc.、 Hayward CA)を用い

て代謝能試験を行った。GP2 MicroPlate では 96 穴マイクロプレートに 95 種類の炭素源と酸化還

元反応試薬が充填されており、RHA1 の菌体懸濁液を各ウェルに接種して培養し、代謝に由来す

る発色をプレートリーダーにより経時的に測定した。その結果、Tween 40、Tween 80、D-Arabitol、

Arbutin 、 D-Cellobiose 、 D-Fructose 、 L-Fucose 、 D-Galactose 、 D-Galacturonic Acid 、

Gentiobiose 、 D-Gluconic Acid 、 α -D-Glucose 、 m-Inositol 、 D-Mannitol 、 D-Psicose 、

D-Raffinose、L-Rhamnose、D-Ribose、Salicin、Sedoheptulosan、D-Sorbitol、Stachyose、Sucrose、
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D-Trehalose 、 Turanose 、 Xylitol 、 D-Xylose 、 Acetic Acid 、 α - Hydroxybutyric Acid 、 β - 

Hydroxybutyric Acid、L-Malic Acid、Pyruvatic Acid Methyl Ester、Succinic Acid Mono-methyl 

Ester、Propionic Acid、Pyruvic Acid を代謝できることが示唆された (図①-2-e-2)。 

 

 

図①-2-e-2. Biolog 社の GP2 MicroPlate を用いた RHA1 株の代謝能試験. 
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分解経路 

 RHA1 株のトリクロロエチレン分解経路を推定するために、トリクロロエチレンに応答して発現する

遺伝子をマイクロアレイ解析により同定した。コハク酸を炭素源としてトリクロロエチレンの有無で培

養した RHA1 株から total RNA を抽出し、マイクロアレイ解析に供試した。トリクロロエチレン存在下

で転写レベルが有意に (t 検定で p 値が 0.05 以下を満たす) かつ 2 倍以上変化した遺伝子を調

べたところ、遺伝子の発現レベルが上昇した遺伝子を約 200 個同定した (図①-2-e-3)。そのグル

ープ中には、ビフェニル分解遺伝子群が含まれており、12 倍から 62 倍に及ぶ際立った発現上昇

を示した (図①-2-e-4)。この結果とビフェニルによりトリクロロエチレン分解能が高まるとの結果か

ら、トリクロロエチレン分解にビフェニル分解酵素系が関与する可能性が示唆された。 

 

 トルエン分解菌 Pseudomonas putida F1 株ではトリクロロエチレンの分解にトルエンジオキシゲナ

ーゼ (TodC) が関与することが明らかにされている。RHA1 株のビフェニル分解には、P. putida F1

株の TodC と類似のビフェニルジオキシゲナーゼ (BphA) およびエチルベンゼンジオキシゲナー

ゼ (EtbA) が関与しており、BphA および EtbA のαサブユニットは TodC の同サブユニットと 78%、

40%の相同性を持っている。そこで、トリクロロエチレン分解に BphA および EtbA の関与を考え、酵

素遺伝子の変異株を用いてトリクロロエチレン分解試験を行った (図①-2-e-5)。3 日間培養後の

分解を野生株と比較した結果、二重破壊株の HDAB1 株では分解がほとんど見られなくなった。ま

た、それぞれの酵素遺伝子の破壊株では、EtbA 破壊株 (HDB1 株) では、BphA 破壊 (HDA1 株) 

図①-2-e-3. マイクロアレイ解析による RHA1 のトリクロロエチレン (TCE) 誘導性 

遺伝子の探索. 
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に比べて分解能が著しく低下した。したがって EtbA の方が BphA より大きく分解に関与することが

示唆された。Rhodococcus erythropolis IAM1399 株で BphA および EtbA を発現させたところ、両者

でトリクロロエチレンの分解が認められた。以上の結果より、RHA1 株のトリクロロエチレン分解にお

いて、BphA および EtbA が分解反応を担う酵素であり、P. putida F1 株と同様のメカニズムによりト

リクロロエチレンを分解すると考えられた。P. putida F1 株の TodC によるトリクロロエチレンの分解で

はギ酸およびグリオキシル酸の生成が報告されている。RHA1 による分解でも同様の分解経路で

分解されると予想される (図①-2-e-6)。 

 

 

 

 

  

図①-2-e-5. RHA1 のビフェニル分解酵素系の発現欠損株 (TDR12, 左図) と初発反応を 

担うジオキシゲナーゼの各種変異株が示すトリクロロエチレン分解能の解析(右).  

図①-2-e-4. ビフェニル分解酵素系をコードする遺伝子群のトリクロロエチレン (TCE)  

による発現誘導性.（図９のマイクロアレイ解析結果から抽出） 
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図①-2-e-6. RHA1 によるトリクロロエチレンの予想分解経路. 
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f)  定量 PCR 法によるバイレメ利用株を簡便に定量する手法の開発 

（共同実施先；独立行政法人産業技術総合研究所） 

 嫌気性塩素化エチレン類分解菌のバイレメ指針適合審査のため、対象となる株の存在量を特異

的に定量する系の構築を目指した。Acinetobacter sp. 20B、Rhodococcus jostii RHA1、の 2 株につ

いて、株特異的な定量 PCR 用プライマーおよび TaqMan プローブの設計を行った。配列を表①

-2-f-1～3 に示す。前者 2 株については ITS 領域を対象として、設計した。 Acinetobacter sp. 20B

は ITS 領域を 7 コピー持ち、設計したプライマー、プローブによりその内 6 コピーが検出可能であ

る。同様に R. jostii RHA1 は 4 コピー中 3 コピーを検出可能である。設計したプライマー、プローブ

はそれぞれ配列類似度の高いものが存在するかを NCBI の nucleotide BLAST を用いて調べた。 

PCR の増幅条件は全て(95℃ 10 min) → (95℃ 15 sec→60℃ 1 min)×50 となるように設計を

行った。PCR の装置としては ABI PRISM 7900HT を用いる予定である。また、各々の増幅配列をプ

ラスミドに挿入した後に、制限酵素により１本鎖化した遺伝子を標準試料として使用する予定であ

る。 

表①-2-f-1 Acinetobacter sp. 20B を検出するプライマーおよびプローブ 

For プライマー 5’-CCACCAAGTCTACTGAACACAGAAGA-3’ 

Rev プライマー 5’- CAATTACTTGCTAACATCAACTAAAACGA-3’ 

TaqMan プローブ 5’-FAM-TTCGACTCCGTTAGTCTCCACCACTATATAAAGA-TAMRA

-3’ 

 

表①-2-f-2 Rhodococcus jostii RHA1 を検出するプライマーおよびプローブ 

For プライマー 5’- TTTTTTCTACAGGAAGTGACGACAA -3’ 

Rev プライマー 5’- ACAGACACCAGACCAGAAAAAGC -3’ 

TaqMan プローブ 5’-FAM- CAAGCACTGCAGGTCAAACCGCA -TAMRA-3’ 
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g) 標準菌株（指針適合株）の保存 

【国立大学法人長岡技術科学大学】 

（共同実施先：独立行政法人製品評価技術基盤機構） 

サブテーマ a)で開発した塩素化エチレン分解細菌候補株 13 株 の保存を行った。培養菌体を

10%グリセロール溶液に懸濁し、-80℃の超低温フリーザーで凍結保存した。凍結保存した標品を

急速解凍後、寒天培地上に塗り広げて25℃または30℃で培養したところ、全ての菌株で生育が認

められ、これらの菌株が凍結保存可能であることが示唆された。保存菌株が純化されているかを確

認するため、保存前後で 16S rRNA 遺伝子配列を決定し、取り違い確認を実施した。 
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研究開発項目②「多種微生物群の包括的解析技術の開発」 

「次世代型微生物叢モニタリング技術による生態系影響評価手法の開発」 

国立大学法人東京大学 

 

緒言 

「微生物を利用したバイオレメディエーション指針」に準じた生態系影響評価を実施するための

手法開発を実施する。具体的には、塩素化エチレン類汚染土壌・地下水や人工汚染土壌・地下

水等に加え、非汚染土壌・地下水試料から核酸を抽出し、16S rRNA 遺伝子について次世代シー

ケンサーを用いた網羅的な解析を実施する。解析結果から、バイレメ指針で例示されている物質

循環に関与していると考えられる微生物群や有害性微生物群等について特定し、バイオレメディ

エーション処理過程における生態系への影響評価を実施する。 

最終的には、生態系影響評価を行う上での最適な指標系統群や細菌種を選定し、これら対象と

した検出手法を開発し、合理的な生態系影響評価手法を開発する。 

 

a) 実験室レベルでのバイレメ実験 

各地の塩素化エチレン類汚染土壌・地下水や人工汚染土壌・地下水等を用いて非汚染土壌・

地下水を用いた実験室レベルでのバイオレメディエーション試験を実施する。バイオスティミュレー

ション試験に加えて、塩素化エチレン類分解菌を用いたバイオオーグメンテーション試験を実施し

て生態系影響評価手法を検討するための試験データを取得する。 

塩素化エチレン類汚染地下土壌・地下水の嫌気処理後の好気処理を想定しているため、実証

試験サイトでの観測井戸 IWT105 から採取した地下水と IWT104 から採取した土壌を用いて好気

バイレメ試験用マイクロコスムを作製した。なお、土壌試料としてはシルト質（地下 9.7-10 m 付近）

と砂質（地下 6-6.4 m 付近）を用い、地下水とともに、成分分析を株式会社クレアテラに依頼した。

分析結果をそれぞれ表②-a-1、表②-a-2 にまとめた。 

バイオオーグメンテーション用の塩素化エチレン分解菌としては、ジメチルスルフィド（DMS）・ジ

メチルスルフォキシド(DMSO)資化菌（DMS・DMSO を唯一の硫黄源として生育可能な細菌；

Horinouchi et al.、 FEMS Microbiol. Lett.、 155、 99-105、 1997）Acinetobacter sp. 20B 株を

用いた。密閉できるバイアル瓶に 3 g のシルト質土壌（未滅菌）、64 ml の空気飽和地下水を入れ、

必要に応じて DMSO を唯一の硫黄源とした無機塩培地に懸濁した 20B 株を最終 OD600 が 1 となる

ように添加した。これに、TCE を 88.9 ppm、cis-DCE を 78.3 ppm となるように添加し、ゆっくりと攪拌

しながら 25°C でインキュベーションを行った。実験開始後、適切な時間に試料を適宜サンプリン

グし、残存する TCE、 cis-DCE 量の定量、溶存酸素量の定量、各種有機酸量の定量、DNA の抽

出と DGGE 解析・次世代シーケンサーによる菌相解析（メタ 16S 解析）を行った。なお、本実験にお

ける塩素化エチレン量の定量はサンプリングした試料を密閉サンプル瓶に移し、GC-MS を用いた

head-space gas 分析により行った。溶存酸素量は、試料をフィルター濾過後、酸素電極にて定量し

た。コハク酸残存量の定量は、フィルター濾過後の濾液をHPLC 分析することで行った。また、ATP
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量はルシフェラーゼ活性を利用した市販キットで定量した。DNA の抽出と菌相解析のための次世

代シーケンサーによる大規模塩基配列決定は実施項目 C）で示す方法に準じて行った（結果も実

施項目 c）で記述）。図②-a-1 に溶存酸素量、ATP 量、コハク酸残存量、塩素化エチレン類残存量

をまとめた。20B 株を加えたバイオオーグメンテーション試験、加えないバイオスティミュレーション

試験ともに、試験開始初期に速やかに酸素が消失し、その後もしばらくはコハク酸の減少にともなう

ATP 量の増加が続くことから、培養初期に 20B 株を含む好気性菌株が生育し、その後、嫌気環境

下でコハク酸を資化する嫌気微生物の成育が起きていることが予想された。また、上記の傾向は

20B 株を加えたバイオオーグメンテーション試験において顕著であった。一方、TCE、 cis-DCE と

もに、顕著に減少している結果が得られたが、この効果もバイオオーグメンテーション試験で顕著

であった。バイオスティミュレーション試験で後半に TCE 濃度の現象に伴い cis-DCE 濃度の上昇

が観察されたが、これはバイアル内の嫌気化に伴ってTCEからcis-DCEへのハロ呼吸が行われた

可能性が考えられる。 

 

 

  表②-a-1．地下水成分分析結果      表②-a-2．土壌成分分析結果 
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    図②-a-1. シルト質実汚染土壌を用いた際のバイオレメディエーション試験結果 

 

次に、土質の違いが分解菌添加効果に与える影響を調査するため、シルト質土壌に加えて砂

質土壌も用いて実験を行った。砂質土壌に塩素化エチレン類の汚染濃度を変化させて、汚染濃

度と分解菌添加効果の関係を調べた。本試験では、小型の 120 ml 容密閉型バイアル瓶を用い

て、3 g のシルト質土壌、あるいは砂質土壌（未滅菌）、地下水 62 ml の他、DMSO、SFMM 培地に

含まれるミネラル分、20B 株（最終 OD600 が 1）を含む 80 ml の空気飽和液を入れ、これに 8 ppm

前後（高濃度）、あるいは 0.8 ppm 前後（低濃度）の塩素化エチレン類を加えて 25°C で静置し

た。サンプリング時間毎に 3 本ずつ使ってデータを取得した。また、塩素化エチレン類残存濃度

は、密閉バイアル瓶の気相をヘッドスペースガス分析に供することで定量した。また本試験では、

細菌叢の解析のために次世代シーケンサーを用いた解析に先立って DGGE 解析を行った。この

解析では、細菌叢の DGGE 解析用プライマー（16S rRNA 遺伝子 V6-V8 可変領域を標的）を用

いて増幅した PCR 産物を、ゲル濃度 6%、変性濃度勾配 50%→70%、泳動温度 58℃、泳動電圧

50V、泳動時間 18 時間という条件で解析した。汚染濃度が高い場合の結果を図②-a-2 に、濃度

が低い場合の結果を図②-a-3 に示した。土質の違いは分解特性に大きな影響を及ぼし、概して

シルト質土壌に比較して、砂質土壌の方が TCE、 cis-DCE 分解が進むことが明らかになった。

加えた 20B 株が残存する傾向と分解の高低の傾向が一致することから、20B 株は砂質でより残存

し活性を保ちやすいと考えられた。また、基質濃度が低い方が、20B 株の残存性が高い傾向も読

み取れた。今後、次世代シーケンサーを用いたより高分解能な解析を行い、上記の確認を行う予

定である。 

Biostimulation Bioaugmentation

Time (h) Time (h)

ATP
ATPsuccinate

succinate

DO DO
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図②-a-2．  

高濃度 VOC 添加条件における土質の違いが分解菌 20B 株の添加効果に及ぼす影響 

上：土壌解析結果、下：菌叢解析結果 

シルト質 砂質

TCE : 8.89 mg/L、cis-DCE : 7.83 mg/L
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図②-a-3．  

低濃度 VOC 添加条件における土質の違いが分解菌 20B 株の添加効果に及ぼす影響 

上：土壌解析結果、下：菌叢解析結果 

  

TCE : 0.89 mg/L、cis-DCE : 0.78 mg/L

シルト質 砂質

ATP濃度 (M)

DO (mg/L)

pH pH

TCE (mg/L)

cis-DCE (mg/L)
TCE (mg/L)

コハク酸 (g/L) コハク酸 (g/L)

ATP濃度 (M)

DO (mg/L)

cis-DCE (mg/L)

TCE : 0.89 mg/L、cis-DCE : 0.78 mg/L

シルト質 砂質
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b) 実汚染現場におけるバイレメ実験  （再委託：大成建設） 

バイオスティミュレーション実証試験 

 生態系影響評価手法を検討する試料を採取・調製するため、国内の塩素化エチレン類汚染現

場において栄養塩の添加によるバイオスティミュレーションの実証試験を実施した。実証試験は、

テトラクロロエチレンおよびトリクロロエチレンで汚染され汚染源対策を実施している操業中の N 社

工場敷地内で実施した。H22年度は屋内の汚染現場において浄化試験を実施し（バイオスティミュ

レーション試験1）、H23 年度は野外の汚染現場において試験を実施した（バイオスティミュレーショ

ン試験 2）。 

 

バイオスティミュレーション試験 1 

 井戸設置地点および土壌採取地点 

実証試験は、N 社工場の屋内 VOCs 汚染地下水サイトで実施した。試験で使用する井戸は、

No.64 井戸から 1m 離れた地点に注入井戸として IWT104 を設置し、そこから 2.5m、5m 離れた地

点に観測井戸として WT105 井戸および IWT106 井戸を設置した（図②-b-1）。新設井戸は全て井

戸長 10ｍのオールスクリーンの井戸とした。 

浄化開始前の土壌試料は11月29日から12月1日まで、井戸設置地点（IWT104井戸、IWT105

井戸、IWT106 井戸）から採取した。また、浄化終了後の土壌試料は 2 月 16 日から 2 月 18 日まで、

IWT104 井戸から 1ｍ、2ｍ、4ｍ離れた地点（BT-1、BT-2、BT-3）から採取した（図②-b-1）。土壌

試料は、無水コアボーリングにより深度別に採取し、密閉容器に保存した後に分析方法に応じて

冷蔵もしくは冷凍した状態で各機関に送付した。 
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図②-b-1. 実証試験サイトの全景 

実証試験方法 

浄化に用いた有機資材の性状 

 浄化試験には、乳酸ナトリウムと細胞壁の自己消化処理済みの酵母エキス（以下、TM-B 剤）を

炭素比率（重量比）で 9:1 混合した有機資材を用いた。TM-B 剤の組成を表②-b-1 に示す。有機

資材は有機物濃度が 10％（重量比）になるように工業用水を用いて溶解し、濃縮有機資材貯留槽

内で保管した。また、有機資材濃縮液には、トレーサーとして臭化ナトリウムを臭化物イオンが終濃

度で 2 g/L になるように添加した。 

 

  



203 
 

表②-b-1. TM-B 剤の組成 

 

 

有機資材の注入方法 

有機資材の注入は、圧入式注入装置を用いて実施した。注入装置の貯留タンクに工業用水を

供給して、貯留タンク水中の水量を約 500 kL に維持しながら、濃縮有機資材貯留槽から一定速度

で有機資材濃縮液を供給して、有機物濃度およびトレーサー濃度を貯留タンク内で 1/200 に希釈

したものを注入水とした（注入水の有機物濃度：約 500 mg-C/L、臭化物イオン濃度：約 10 

mg-Br-/L）。有機資材の注入は、IWT104 井戸の GL-3m（地下 3m）の深度から約 0.8 Mpa の注入

圧で連続的に 40.5 時間（12 月 1 日 19 時から 12 月 3 日 11 時 30 分まで）行った。注入速度は注

入開始から終了まで約 46 L/min に保たれ、総注入量は 113 kL、有機資材濃縮液の使用量は約

700 L であった。 

 

土壌の採取方法および分析項目 

 砂および礫の土壌試料は GL-2.5m から GL-9.5m までの 1.0 m 毎に密閉可能なガラス瓶に採取

して、GC-PID 計測器を用いてテトラクロロエチレン（PCE）、トリクロロエチレン（TCE）、および

cis-1、2-ジクロロエチレン（cis-DCE）の土壌溶出量の簡易分析を行った。また、GL-10m 付近のシ

ルトについても同様に試料を採取して VOCs の分析を行った。 

 

地下水の採取方法および分析項目 

 地下水試料は、IWT104 井戸、IWT105 井戸、IWT106 井戸、および既設の No.64 井戸から採取

した。地下水の採取は、井戸内の GL-5m 地点に揚水ポンプを設置して約10 分間（約 60L）地下水

を排出した後に密閉可能なガラス瓶に地下水を採取した。地下水の採取後に、マルチモニタリング

システム（U-22：堀場製作所）を井戸内に設置して、pH、水温、溶存酸素濃度（DO）、酸化還元電

位（ORP）の測定を行った。 

地下水は、浄化開始直前（0 日目、12 月 1 日）、注入直後（2 日後、12 月 3 日）、23 日後（12 月

24 日）、42 日後（1 月 12 日）、および 77 日後（2 月 16 日）の計 6 回採取した。地下水の測定は、

臭化物イオン濃度は HPLC、溶存性全有機炭素濃度（DOC）、溶存性全無機炭素濃度（IC）、全窒

5.2

24

31

7.8

0.2

たんぱく質 48

炭水化物 18

有機酸 1.2

脂肪 0.1

灰分 9.8

有機物組成
（％）

ｐH

水分　（％）

全炭素（％）

全窒素　（％）

食塩　（％）
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素濃度（T-N）は全有機炭素濃度測定器、全菌数はアクリジンオレンジ染色直接計数法、アデノシ

ン三リン酸（ATP）はルミテスターK210（キッコーマン）および PCE、TCE、cis-DCE、塩化ビニルモノ

マー（VCM）の 4 種類の VOCs は GC-MS により測定した。 

尚、各機関の試験に必要な地下水試料については、別途同様の方法で採取して、密閉容器に

保存した後に冷蔵状態で各機関に送付した。 

 

実証試験結果 

実証試験サイトの土質と汚染状況 

 実証試験サイトの土質柱状図を図②-b-2 に、VOCs の土壌溶出量の測定結果を表②-b-2 に示

す。本サイトの土質は、概ね GL-3m から GL-6m の範囲が砂層であり、概ね GL-6m から GL-10m

に透水性が非常に高い礫層が存在した。砂層、礫層には浄化開始前において環境基準値を超過

するVOCsはほとんど検出されなかった。これは土壌中に比較的細粒分が少なく、VOCsの大部分

が地下水に溶解している状態であったためと推測される。 

一方、GL-10m 付近の礫層の下部には透水性の低いシルト層が存在し、環境基準値を超過す

る VOCs が検出された。また、実証試験終了後もシルト層中の VOCs の土壌溶出量には浄化開始

前と比較して有意な変化はみられなかった。 

 

 

図②-b-2. 試験サイトの土質柱状図 
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表②-b-2. 土壌中の VOCs 測定結果 

 

 

  

IWT104 IWT105 IWT106 BT-1 BT-2 BT-3 IWT104 IWT105 IWT106 BT-1 BT-2 BT-3 IWT104 IWT105 IWT106 BT-1 BT-2 BT-3

2.5m ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

3.5m ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4.5m ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

5.5m ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

6.5m 0.006 ND ND ND ND 0.013 0.002 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.003 0.003 ND

7.5m ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

8.5m ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

9.5m ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ｼﾙﾄ層 0.026 ND 0.060 0.022 0.010 0.064 0.072 0.014 0.060 0.078 0.059 0.039 0.100 0.042 0.047 0.081 0.057 0.048

定量下限値

溶出量基準

0.002

0.03

0.002

0.04

試験後

TCE（mg/L） cis -DCE（mg/L）

試験前 試験後深度

PCE（mg/L）

試験前 試験後 試験前

0.002

0.01



206 
 

地下水の観測結果 

pH、地下水温、DO、ORP 

 pH、地下水温、DO、ORP の測定結果を図②-b-3 に示す。試験開始前の pH は約 6、地下水温

は約 20℃であり、地下水中には溶存酸素がほとんど存在していない嫌気状態であった。有機資材

の注入後、IWT106 井戸を除いて酸化還元電位が急激に低下し、試験開始から 23 日目以降は

-200mV 付近で定常状態となった。したがって、注入井戸（IWT104 井戸）から 2.5 m の範囲内

（No.64 井戸、IWT105 井戸）では有機資材が十分到達し、微生物による有機物消費に伴う嫌気環

境の形成が進んだものと考えられた。 

 

 

図②-b-3. pH、地下水温、DO、ORP の経時変化 
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臭化物イオン、DOC、IC、T-N 

 臭化物イオン、DOC、IC、T-N の測定結果を図②-b-4 に示す。臭化物イオン濃度の挙動から、

IWT106 井戸以外では有機資材が注入直後に到達し、その後、地下水流動により注入した有機資

材が拡散して希釈されていく傾向が確認できた。DOC 濃度は臭化物イオン濃度と同様の傾向で

推移し、61 日目以降は全ての観測井戸で DOC が 10 mg/L 以下となった。一方、有機資材の注入

後、注入井戸に近い観測井戸ほど微生物の有機物分解に伴う IC 濃度の上昇傾向が強くなった。

No.64 および IWT104 井戸では、少なくとも 100 mg/L 以上の有機物（DOC）が微生物に利用され、

無機炭素（IC）に変化したものと推測された。 

 

図②-b-4. 臭化物イオン濃度、DOC、IC、T-N の経時変化 
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全菌数および ATP 

 全菌数および ATP の測定結果を図②-b-5に示す。IWT106 井戸以外では有機資材の注入直後

に全菌数が10倍以上増加しており、最大で100倍程度の全菌数の増加が確認できた。一方、ATP

は注入直後に急激に増加したが、その後は漸減して、浄化終了時にはほぼ浄化開始前の濃度ま

で減少した。したがって、地下水中の微生物活性は有機資材の供給直後に急激に高まるものの収

束も早いことが示された。 

 

図②-b-5. 全菌数および ATP の経時変化 
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VOCs 濃度 

 各井戸の VOCs 濃度の測定結果を図②-b-6 に示す。IWT106 井戸では有機物の注入直後から

試験終了時まで各 VOCs 濃度の存在比率に大きな変動がみられなかった。一方、注入井戸である

IWT104 井戸や No.64 井戸では PCE、TCE から cis-DCE、VCM への脱塩素化が確認され、有機

資材の導入による浄化効果が明確に示された。 

 

 

図②-b-6. 各観測井戸における VOCs の経時変化 
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バイオスティミュレーション試験 2 

  実証試験は、N 社工場内の VOCs 汚染地下水サイトで実施した。注入井戸 1 本（IWT①）、観測

井戸 3 本（IWT②、③、④）を図②-b-7 の位置に設置した。新設井戸は、各井戸設置地点におい

て 10m まで削孔を行い、シルト層の存在を確認した後、GL-1.0m から各井戸設置地点の礫層とシ

ルト層の境界部までスクリーンを持つ仕様とした。各井戸のスクリーン部にはフィルター材、それ以

外の井戸周辺部はベントナイトペレットで密閉し、管頭部はモルタルで養生した。 

新設井戸の削孔に伴い井戸設置位置ではボーリングコアを採取し、土質性状を確認した。井戸

の設置状況と土質性状を図②-b-8 に示す。採取した無水コアボーリング試料の土壌（土壌溶出量）

および孔内水のVOCs濃度については、GC-PID計測器を用いて現地にて簡易測定した。測定深

度は GL-0.5m から 1ｍ毎に実施し、シルト層についてはシルト層の直上とシルト層上部から 30cm

の地点の 2 地点とした。 

最終ボーリング調査では、IWT②井戸の近傍（約 30cm）の地点で土壌採取行い、IWT②井戸と同

様の深度の土壌および孔内水の VOCs 分析を実施した。 

実証試験サイトの土質柱状図を図②-b-8に示した。井戸設置時の地下水位は概ねGL-2.3mで

あり、地下水位付近から GL-7m 付近までが砂層、GL-7m 付近から GL-9.4 付近までは礫層であり、

それより以深はシルト層であった。 

 

 

 

      図②-b-7.  実証試験サイトの全景 
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     図②-b-8. 井戸設置状況および土質状況（断面図） 

有機資材の注入方法 

 不飽和層および砂層で用いる有機資材は、60%乳酸ナトリウム（食品添加物特級グレード、分

子式: C3H5NaO3 ; 分子量: 112.06; 比重: 1.326）とアミノ酸を主成分とする TM-B 剤を有機物含有

比で 9：1 に混合した資材（TM-N1 剤）を用いた。TM-B 剤は食品添加物であり、無害な成分であ

る。TM-N1 剤の濃縮液は、濃縮有機資材貯留槽内に有機物濃度が 100g/L になるように作成し

た。また、濃縮有機資材貯留槽にはトレーサーとして電荷的に土壌に吸着しにくく、化学的にも安

定して安全性が高い臭化カリウムを、臭化物イオン濃度で 2g/L になるように添加して溶解させた。

混合槽内に送付した濃縮液を工業用水により200倍に希釈して、有機物濃度が500mg-C/L（臭化

物イオン濃度が 10mg/L）の有機資材を注入井戸から N 社所有の圧入式注入装置を使用して実施

した。 

タンク内で希釈した有機資材は IWT①井戸の GL-3ｍ地点から注入し、注水速度は約

45L/min、注入圧約 0.85Mpa で連続的に注入を行った。注入は約 34.5 時間実施し、総注入量は

約 93ｋL であった。土壌の間隙率を 0.4 とした場合の注入井戸からの薬液の理論到達範囲は約

3.3m となった。 
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本試験計画では、注入した有機資材が枯渇した場合には 2 回目の注入を計画していたが、地

下水中の有機物は予定した浄化期間中において一定濃度存在したため、2 回目の注入は実施し

なかった。 

 

土壌の採取方法および分析項目 

 各調査地点の VOCs 土壌溶出量の現地測定結果を表②-b-3～7 に示す。試験開始時には

GL-0.5m および GL-1.5m 付近の表層部において TCE および PCE 濃度が環境基準値を超過す

る地点が確認された。また、砂礫層下部のシルト層においては cis-DCE が環境基準値を超過する

地点が確認された。今回の浄化対象とする帯水層においては環境基準値を超過する VOCs の土

壌汚染は確認されなかった。また、試験終了後に IWT②井戸付近から採取した土壌の VOCs 濃度

の結果（表②-b-7）は試験開始時（表②-b-4）と大差がなく、地表付近の不飽和層および帯水層

下部のシルト層に存在する VOCs は本試験では浄化されなかったことが明らかとなった。 

 

表②-b-3. IWT①地点の実証試験開始前の VOCs 土壌溶出量 

 

 

  

IWT① (単位　ｍｇ/L)

深度 採取日 1,1-DCE cis-1,2-DCE TCE PCE 土質

0.5m 10月15日 ND ND 0.032 0.009 シルト混じり砂

1.5m 10月15日 ND ND 0.026 0.007 シルト混じり砂

2.5m 10月15日 ND ND 0.004 ND 砂

3.5m 10月15日 ND ND 0.004 ND 砂

4.5m 10月15日 ND ND ND ND 砂

5.5m 10月15日 ND ND 0.003 ND 砂

6.5m 10月15日 ND 0.002 ND ND 砂

7.5m 10月15日 ND 0.004 ND ND 砂礫

8.5m 10月15日 ND ND ND ND 砂礫

9.2m 10月15日 ND 0.014 ND ND シルト

9.5m 10月15日 ND 0.056 ND ND シルト

0.002 0.002 0.002 0.002

0.02 0.04 0.03 0.01

定量下限値

土壌溶出量基準値
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表②-b-4. IWT②地点の実証試験開始前の VOCs 土壌溶出量 

 

 

 

 

 

表②-b-5． IWT③地点の実証試験開始前の VOCs 土壌溶出量 

 

 

  

IWT② (単位　ｍｇ/L)

深度 採取日 1,1-DCE cis-1,2-DCE TCE PCE 土質

0.5m 10月16日 ND ND 0.038 0.008 シルト混じり砂

1.5m 10月16日 ND ND 0.034 0.007 シルト混じり砂

2.5m 10月16日 ND ND 0.017 0.003 砂

3.5m 10月16日 ND ND 0.008 0.002 砂

4.5m 10月16日 ND ND 0.003 ND 砂

5.5m 10月16日 ND ND ND ND 砂

6.5m 10月16日 ND 0.012 ND ND 砂

7.5m 10月16日 ND ND ND ND 砂礫

8.5m 10月16日 ND ND ND ND 砂礫

9.35m 10月16日 ND 0.100 ND ND シルト

9.65m 10月16日 ND 0.093 ND ND シルト

0.002 0.002 0.002 0.002

0.02 0.04 0.03 0.01

定量下限値

土壌溶出量基準値

IWT③ (単位　ｍｇ/L)

深度 採取日 1,1-DCE cis-1,2-DCE TCE PCE 土質

0.5m 10月15日 ND ND 0.033 0.007 砂

1.5m 10月15日 ND ND 0.091 0.019 シルト混じり砂

2.5m 10月15日 ND ND 0.008 ND 砂

3.5m 10月15日 ND ND 0.002 ND 砂

4.5m 10月15日 ND ND ND ND 砂

5.5m 10月15日 ND ND ND ND 砂

6.5m 10月15日 ND 0.006 ND ND 砂

7.5m 10月15日 ND 0.006 ND ND 砂礫

8.5m 10月15日 ND ND ND ND 砂礫

9.5m 10月15日 ND 0.004 ND ND シルト

9.8m 10月15日 ND 0.021 ND ND シルト

0.002 0.002 0.002 0.002

0.02 0.04 0.03 0.01土壌溶出量基準値

定量下限値
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表②-b-6．  IWT④地点の実証試験開始前の VOCs 土壌溶出量 

 

 

 

表②-b-7． IWT②地点近傍の実証試験終了後の VOCs 土壌溶出量 

 

 

  

IWT④ (単位　ｍｇ/L)

深度 採取日 1,1-DCE cis-1,2-DCE TCE PCE 土質

0.5m 10月16日 ND ND 0.023 0.007 砂

1.5m 10月16日 ND ND 0.055 0.012 シルト混じり砂

2.5m 10月16日 ND ND 0.005 ND 砂

3.5m 10月16日 ND ND 0.002 ND 砂

4.5m 10月16日 ND ND ND ND 砂

5.5m 10月16日 ND ND 0.002 ND 砂

6.5m 10月16日 ND ND ND ND 砂

7.5m 10月16日 ND 0.009 ND ND 砂礫

8.5m 10月16日 ND ND ND ND 砂礫

9.3m 10月16日 ND ND ND ND シルト

9.6m 10月16日 ND 0.072 ND ND シルト

0.002 0.002 0.002 0.002

0.02 0.04 0.03 0.01

定量下限値

土壌溶出量基準値

IWT②近傍 (単位　ｍｇ/L)

深度 採取日 1,1-DCE cis-1,2-DCE TCE PCE 土質

0.5m 2月8日 ND 0.002 0.044 0.014 シルト混じり砂

1.5m 2月8日 ND 0.018 0.067 0.023 シルト混じり砂

2.5m 2月8日 ND ND ND ND 砂

3.5m 2月8日 ND 0.006 ND ND 砂

4.5m 2月8日 ND ND ND ND 砂

5.5m 2月8日 ND ND ND ND 砂

6.5m 2月8日 ND ND ND ND 砂礫

7.5m 2月8日 ND ND ND ND 砂礫

8.5m 2月8日 ND ND ND ND 砂礫

9.5ｍ 2月8日 ND 0.110 ND ND シルト

9.8m 2月8日 ND 0.064 ND ND シルト

0.002 0.002 0.002 0.002

0.02 0.04 0.03 0.01

定量下限値

土壌溶出量基準値
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地下水の採取方法および分析項目 

地下水位 

 地下水の測定結果を図②-b-9 に示す。地下水位は実証試験期間中に GL-2.2m 程度から緩や

かに低下し、実証試験終了時には GL-2.5m 程度となった。 

 

 

 
図②-b-9．地下水位の経時変化 
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pH、地下水温、DO、ORP 

 pH、地下水温、DO、ORP の測定結果を図②-b-10 に示す。試験開始前の pH は約 6～6.5、地

下水温は約 20～25℃であり、地下水中には溶存酸素がほとんど存在していない嫌気状態であっ

た。有機資材の注入後、IWT①および IWT②井戸では注入直後に ORP が急激に低下し、実証期

間を通じて脱塩素化に適した-200～-300mV に保たれた。また、IWT③および IWT④井戸におい

ても ORP の低下が認められたが、IWT①および IWT②井戸ほどの ORP 値の低下はみられなかっ

た。 

 

 
 

図②-b-10． pH、地下水温、DO、ORP の経時変化 
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臭化物イオン、DOC、IC、T-N 

 臭化物イオン、DOC、IC、T-N の測定結果を図②-b-11 に示す。臭化物イオン濃度の挙動から、

IWT④井戸以外では有機資材が注入直後に到達し、その後、地下水流動の影響により注入した

有機資材が残存する地下水が緩やかに拡散して周囲の地下水に希釈されていく傾向が確認され

た。DOC 濃度は臭化物イオン濃度より速やかな減少傾向を示しており、浄化終了時には概ね注入

前の濃度まで低下した。有機資材の注入後、注入井戸に近い観測井戸ほど微生物の有機物分解

に伴う IC 濃度の上昇傾向が確認された。また、全窒素は全ての井戸で増加しなかったことから、有

機資材の注入による地下水の窒素汚染は生じていないことが示された。 

 

 
 

図②-b-11． 臭化物イオン濃度、DOC、IC、T-N の経時変化 
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全菌数および ATP 

全菌数および ATP の測定結果を図②-b-12 に示す。IWT④井戸以外では有機資材の注入直

後に 107cells/mL 以上の全菌数の増加が確認された。IWT④井戸においても全菌数の増加が確

認できたことから、微量の有機資材は IWT④井戸まで到達したものと考えられた。 

ATP は各井戸で注入直後に急激に増加したが、その後は漸減し、浄化終了時には浄化開始前

とほぼ同水準まで減少した。したがって、地下水中の微生物活性は有機資材の供給直後に急激

に高まるものの収束も早いことが示された。 

 

 
 

図②-b-12． 全菌数および ATP の経時変化 
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VOCs 濃度 

 各井戸の VOCs 濃度の測定結果を図②-b-13 に示す。IWT①および IWT②井戸では試験開始

直後から VOCs の脱塩素化が確認され、試験終了時には VC を含めた全ての VOCs が環境基準

値まで低下した。一方、IWT③井戸では cis-DCE 以降の脱塩素化の進行がみられなかった。この

理由として、ORP が有機資材の注入完了後から漸増しており、cis-DCE 以降の脱塩素化に適した

嫌気環境が形成されなかったためと推察された。 

 

 
 

図②-b-13． 各観測井戸における VOCs の経時変化 
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各井戸のガス濃度の測定 

 安全対策のため、地下水採取前に各井戸の管頭部におけるメタンガスおよび硫化水素ガス濃度

の測定を実施した。メタンガスは、注入井戸ほど高いメタンガス濃度が検出されたが、最も高濃度

で検出された 12 月 16 日においても 0.5％以下であり、爆発限界（5.3%）の 1/10 以下であった。ま

た、硫化水素については、試験期間を通じて硫化水素ガスは検出されなかった（表②-b-8）。 

 

表②-b-8． 井戸管頭部におけるガス濃度 

 

 

  

IWT① IWT② IWT③ IWT④ IWT① IWT② IWT③ IWT④

10月27日 2 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

11月10日 16 0.05～ 0.1 0.01～0.02 0.01～0.02 0.01～0.02 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

11月28日 34 0.1～0.2 0.02～0.05 <0.01 <0.01 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

12月16日 52 0.2～0.5 0.2～0.5 0.02～0.05 0.01～0.02 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

1月5日 72 0.05～ 0.1 0.01～0.02 0.01～0.02 <0.01 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

2月7日 105 0.02～0.05 0.01～0.02 <0.01 <0.01 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

メタン（％） 硫化水素（ppm）
経過日数測定日
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c) 次世代シーケンサーによる塩基配列解読（網羅的な微生物叢解析） 

（共同実施先：製品評価技術基盤機構） 

実験室レベルでのバイレメ試験 

次世代シーケンサーを用いた細菌叢結果、バイオスティミュレーションでは Acinetobacter 属細

菌と Pseudomonas 属細菌などのγプロテオバクテリアを中心とした多様性の高い菌叢が形成され

ていた。その一方で、20B 株を添加したバイオオーグメンテーションにおいては、しばらくは加えた

Acinetobacter が菌叢のほぼ全てを占めているが、その後 Pseudomonas 属細菌に取って代わられ

た（図②-c-1）。また、バイオスティミュレーションにおいては、好気的塩素化エチレン類分解菌と

して報告のある属/種の細菌（Polaromonas sp. JS666 株、Pseudomonas putida AJ 株）が検出され

たが、バイオオーグメンテーションにおいては検出されなかった。 

 

 

       図②-c-1． 20 株の添加によるシルト質土壌の菌叢変化に及ぼす影響 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0h 8h 24h 48h 72h 96h 144h192h
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0h 8h 24h 48h 72h 96h 144h192h

%
 o

f t
ot

al
 1

6S
 rR

N
A 

ge
ne

 re
ad

s

Time Time

Biostimulation Bioaugmentation

Acinetobacter

Acinetobacter

PseudomonasPseudomonas



222 
 

実汚染現場におけるバイレメ浄化過程での菌叢解析  

 (共同実施先：産業技術総合研究所、製品評価技術基盤機構） 

 次世代シークエンサーを利用した網羅的微生物叢解析手法を確立し、2 箇所の異なった地下水

バイオスティミュレーションサイトにおいてその方法を適用した。試料としては実施項目②-b で行っ

た実汚染現場におけるバイレメ実験で採取した地下水を用いた。地下水試料を 4℃で遠心して、

微生物を回収した。回収した微生物ペレットから FastDNA SPIN kit for soil (MP-bio)を用いて DNA

を抽出した。最終的にはそれぞれの試料について、10〜500 ng/µl の DNA 溶液が 100 µl 程度得ら

れた。また、得られた DNA の OD260/280 はほとんどの試料で 1.7 から 1.9 であり、十分な純度の

DNA 試料を抽出することができたと考えられた。本研究では次世代型シークエンサーとしてロシュ

社の GS FLX を用いることとしていたため、PCR での増幅産物の長さは Pyrosequencing に適した

200〜300 bp 程度となるようにプライマーの選定を行った。さらに一度のシークエンス反応で複数の

試料を同時に解析するために、それぞれの試料を識別するためのバーコードシークエンス（6 塩

基）を 10 種類設計した。設計したバクテリア検出用プライマー配列を表②-c-1 に、原核生物検出

用プライマー配列を表②-c-2 に示す。 

 

 表②-c-1．バクテリアを検出する次世代型シークエンサー用プライマー 

緑：シークエンス用リンカー配列、青：キー配列、赤：バーコード配列（10 種類）、黒：バクテ

リア特異的プライマー配列 

 

表②-c-2．原核生物を検出する次世代型シークエンサー用プライマー 

Uni530F CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGNNNNNNCAGCMGCCGCGGTAA 

Uni802R CCTATCCCCTGTGTGCCTTGGCAGTCTCAGTACNVGGGTATCTAATCC 

802R-2 (ext) CCTATCCCCTGTGTGCCTTGGCAGTCTCAGTACCAGAGTATCTAATTC 

緑：シークエンス用リンカー配列、青：キー配列、赤：バーコード配列（10種類）、黒：原核生

物特異的プライマー配列 

 

 得られた PCR 増幅産物について、次世代型シークエンサーGS FLX（ロシュ社）を用いて微生物

叢解析を行った。GS FLX によるシークエンシングは独立行政法人製品評価技術基盤機構が行

った。地下水試料の採取地点を図②-c-2 に示す。2 箇所の異なるバイオスティミュレーションサイ

トにおいてそれぞれ、浄化資材を注入した井戸と、そこから 1.0m、2.5m、5.0m の井戸からの地下

水を経時的に解析した。 

Bac563F CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGNNNNNNAYTGGGYDTAAAGVG 

Bac802R CCTATCCCCTGTGTGCCTTGGCAGTCTCAGTACCRGGGTHTCTAATCC 

802R-2 (ext) CCTATCCCCTGTGTGCCTTGGCAGTCTCAGTACCAGAGTATCTAATTC 

802R-3 CCTATCCCCTGTGTGCCTTGGCAGTCTCAGCTACDSRGGTMTCTAATC 
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  図②-c-2．地下水試料採取地点 

 

次世代型シークエンサーの一度のランから得られるデータはおよそ百万〜百数十万リードに及

ぶ。また、各リードは 300 塩基程度の長さの比較的短いデータとなっている。そのため従来のシー

クエンサーから得られるデータ解析手法とは異なった手法で大量の塩基配列データを処理する

必要が出てくる。また、微生物の 16S rRNA 遺伝子を系統情報に基づいて解析するためには、ヒト

ゲノムの発現解析で用いられているような塩基配列解析パイプラインをそのまま使うことはできな

い。そこで、100 万シークエンス以上の大量の 16S rRNA 塩基配列データを系統情報に基づいて

解析するための UNIX ベースの解析パイプラインを設計・整備した。その解析パイプラインを使用

して、地下水試料の 16S rRNA 遺伝子の解析を行った。 

 原核生物を検出するプライマーを用いた際の結果を図②-c-3 に示す。得られたリード数は 1 試

料あたり 3700〜25000 リードであった。バイオスティミュレーション実験 1 においては、浄化資材を

注入した井戸（well 0）では注入前（Day 0）から注入直後（Day 2）までは Proteobacteria 門が優占

的であったが、注入から 23 日目以降では Firmicutes 門が優占的であった。注入井戸から 2.5 m

離れた井戸（well 2.5）においては 23 日目に一度 Bacteroidetes 門が増加するが、それ以降は注

入井戸と同様に Firmicutes 門が優占的となった。注入井戸から 5.0 m 離れた井戸（well 5.0）では

well 0 および well 2.5 とは異なり Firmicutes 門が優占的となることはなく、78 日目まで、変動はあ

るものの Proteobacteria 門が優占的な状態が続いていた。バイオスティミュレーション実験 2 にお

いても同様の結果が見られ、well 0 および well 2.5 の資材注入前は Proteobacteria 門が優先的

であったが、注入後には Firmicutes や Bacteroidetes 門由来の配列の割合が増加した。Well 5.0

では資材注入前、注入後共に Proteobacteria 門が優占的な状態が続いていた。well 2.5 におい

ては浄化資材を注入した井戸からの影響が見られるが、well 0 から離れている well 5.0 において

はその影響が小さかったと考えることができる。 

 また、検出された微生物群の多様性指数を図②-c-4 に示す。微生物の多様性指数は浄化資

材投入直後に一時的に減った後は増加する傾向があることもわかった。この傾向は注入井戸を

はじめ全ての観測井戸で見られ、バイオスティミュレーション実験 1 と 2 で同様の傾向を示した。 
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図②-c-3．次世代シークエンサーを用いた解析による微生物の門レベル系統分類群の分布 

 

 

図②-c-4． バイオスティミュレーション実験 2 における微生物の多様性指数 
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次世代型シークエンサーから得られる配列データから定量的に微生物群集構造解析を行う際

の品質管理のため、人工的な塩基配列を持つ DNA を解析時に既知量添加（spike-in）するため

の DNA を設計、合成した。ここで用いる人工的な配列は 16S rRNA 遺伝子を増幅するプライマー

で PCR 増幅することができて、かつ現存するあらゆる微生物の 16S rRNA 遺伝子配列、原核生物

ゲノム配列、環境ゲノム配列とも異なった塩基配列を持つという条件を満たす必要がある。そこで、

バクテリアの 16S rRNA 遺伝子の V1-8 領域を人工配列（原核生物のゲノム、環境ゲノムのいずれ

とも類似性の低い配列）に置き換え、保存領域を大腸菌の 16S rRNA 遺伝子とした全長が 1500

塩基の DNA を 3 種類設計・合成した。この spike-in 用標準遺伝子を試料に既知量添加して PCR

を行い、次世代シークエンサーで解析することで、試料中の微生物群集の定量的な評価や試料

間での標的分類群に関する定量的なデータを得ることが可能になる。  
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d) 超並列塩基配列解析による指標微生物の特定 

 項目②-c で構築した UNIX ベースの微生物系統情報に基づいた解析パイプラインについて、特

定の微生物群に類似する配列を任意の類似度で抽出するスクリプトの整備を行った。これらの整

備されたスクリプトを基盤として、嫌気環境下で PCE などの脱塩素化に関与することが報告されて

いるバクテリアの 16S rRNA 遺伝子データベースを構築し、解析パイプライン上に配置した。このデ

ータベースは Dehalococcoides 属バクテリアなどの還元的脱塩素化バクテリア（81 種類）を含むデ

ータベースである。これらのスクリプトを活用して既知の脱塩素化嫌気性バクテリアに近縁な種の消

長を解析した（図②-d-1）。 

 その結果、97% cutoff 値で Clostridium sp. strain DC1 や Geobacter lovleyi strain SZ に近縁な微

生物が有機資材注入後に検出されることがわかった。図②-d-2 はバイオスティミュレーション実験

2 のみの結果を示しているが、もう 1 箇所のサイトにおいても同様の結果であった。 

 また、還元的脱塩素化に関与する可能性のある微生物群として Dehalobacterium 属や

Desulfitobacterium 属の微生物の優占度が浄化資材の投入後に増加していることがわかった（図

②-d-2）。 

 

図②-d-1．次世代シークエンサーを用いた解析による既知の脱塩素化細菌群の消長 

（属レベルでの分類） 

 

 

図②-d-2. 次世代シークエンサーを用いた解析による脱塩素化に関与する可能性のある

細菌群の消長 
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 また、有害性微生物群の指標微生物としてバイオセーフティレベル(BSL)1*-3 に該当するバクテ

リアの16S rRNA遺伝子データベースを構築し、上述した解析パイプライン上に配置した。このデー

タベースは BSL1*（日和見バクテリア）、BSL2、 BSL3 に属するバクテリア群（990 種類以上）のデー

タベースであり、BSL1*、BSL2、BSL3 をそれぞれ個別に抽出可能な設定になっている。このデータ

ベースを利用して有害性微生物群に近縁な微生物の消長をモニタリングした結果を図②-d-3 に

示す。 

 観測した全ての井戸において、資材注入後に BSL1*が増加していたが、その増加は一過的なも

のであった。BSL2、BSL3 に分類された微生物も存在したが、その存在比率は BSL1*と比較して非

常にわずかであった。図②-ｄ-3においてBSL3に分類された微生物（Bacillus anthracis とYersinia 

pestis の計 2 種類・8reads）はシークエンシングに用いた 251 bp の配列が病原菌の配列と 100%一

致したが、同時に BSL1*や BSL2 に分類された微生物の配列とも 100%の一致を示しており、この結

果からは BSL3 の微生物の存在を明らかにできなかった。 

 2 箇所のバイオスティミュレーション実験で検出された病原性細菌群近縁種の相対優占度曲線を

図②-d-4 に示す。どちらの実験においても、検出された微生物の大半は Acinetobacter 属あるい

は Comamonas 属に属していた。 

このように、注目したい指標微生物のデータベースを独自に構築することで、バイオレメディエー

ションの処理過程で特徴的に出現する微生物群の詳細な解析が可能なことがわかった。 

 

 

 

図②-d-3. パイロシークエンシング解析による病原性細菌群近縁種の消長 
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図②-d-4. 病原性細菌群近縁種の相対優占度曲線 
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e) 環境メタトランスクリプトーム解析（産総研） 

環境サンプルから抽出した RNA（cDNA）を対象にした次世代シークエンサーによるシーケンス

解析を行い、活性の面から重要と考えられる環境微生物・遺伝子群をリスト化して、バイオレメディ

エーションにおける指標微生物とすることを目標としている(図②-e-1)。平成22-24年度は、環境サ

ンプルを対象にしたメタトランスクリプトーム解析技術の開発を目的に、環境サンプルに由来する

RNA を抽出する際の条件検討と次世代シークエンサーによる解析条件の検討を実施した。 

 まず、環境メタトランスクリプトーム解析を行う場合に、土壌・地下水試料など環境試料から RNA

分子を抽出することが最初の作業である。環境サンプルに存在する RNA 分子は、非常に不安定

であり、完全長（高分子量）の RNA を分離することは困難な作業である。また、抽出した RNA 中に

含まれる低分子 RNA は、cDNA を合成する反応において阻害要因となる。 

 

図②-e-1. 

 

 そこで、環境サンプルから RNA を抽出する最適な抽出の条件の検討を行った。環境サンプルに

は RNA 抽出を阻害する物質が含まれていることや、菌体量の相違等に依って、環境サンプルの性

状に応じた抽出条件を検討する必要がある。そこで、市販されている各種の抽出用キットを利用し

た RNA 抽出効率の比較検討を行った。使用した RNA 抽出キットは、Fast RNA ProRNA Kits 

(MP-bio)、RNA PowerSoil™ Total RNA Isolation Kit (MO-bio)、RNeasy Plant Mini Kit (QIAGEN) 

である。土壌、サンプルとして実汚染現場におけるバイオレメディエーション実験で採取した地下

水とシルト、ならびに産総研の敷地内にある雑木林の土壌を使用した。土壌の性状は、表②-e-1

に示す通りで、深さ 10cm 程度の土壌をスコップで採取し、ふるいにかけた土壌をジップロック等の

容器に入れ、冷凍庫 (-80℃) で保存した。  
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表②-e-1.  使用したサンプルの性状 

Characteristics Forest soil 

pH [H2O] 4.9 

pH [KCl] 4.2 

Electric conductivity (mS/m) 5.4 

Total carbon (%) 11 

Total nitrogen (%) 0.68 

Total humic substance (%) 19 

Total phosphorus content (mg/kg) 1、100 

Available phosphorus content (mg/kb) 2.0 

Exchangeable cations  

  K (cmol (+)/kg) 0.48 

  Mg (cmol (+)/kg) 1.0 

  Ca (cmol (+)/kg) 3.8 

  Na (cmol (+)/kg) 0.096 

  Mn (cmol (+)/kg) 0.031 

  Al (cmol (+)/kg) 0.96 

 

  一方、地下水については実汚染現場におけるバイレメ実験で採取し、ポアサイズが 0.22 µm の

フィルターを用いて濾過を行い、約２リットルの地下水から採取したサンプルを実験に用いた。採取

したサンプルは、冷凍庫 (-80℃) で保存した。そのうち、土壌サンプルについては、各種キットを

利用した検討の結果から、RNA PowerSoil™ Total RNA Isolation Kit (MO-BIO)を用いて全 RNA

抽出を行い、RNA 量の測定には、Quant-iT RNA BR Assay Kit を利用した。抽出した RNA 量を測

定したところ、10 g の土壌サンプルから 1.2 mg の Total RNA を抽出することに成功した。 

  さらに、抽出した RNA の性状を調べるために、アジレント社バイオアナライザー2100 による RNA 

の分子量測定を行った。 
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図②-e-2a. ゲル濾過による精製前の RNA 測定結果 

 

 

図②-e-2b. ゲル濾過による精製後の RNA 測定結果 

 

図②-e-2a に示す通りに、測定したチャートには、サイズマーカーを除いて、５つのピークが観察

された。左から、低分子 RNA 、16SrRNA、18SrRNA、23S + 28SrRNA のピークであり、最も大きな

ピークは、低分子 RNA であった。続いて、低分子 RNA を除去することを目的に、RNeasy 

MiniElute Cleanup Kit（QIAGEN）による精製を行い、低分子 RNA が除去されたことを確認した（図

②-e-2b)。精製後の RNA 量は減少（約 1/3）したが、cDNA の合成には問題ないレベルであると判

断した。地下水とシルトからの RNA 抽出についても、同様の手法を用いて、RNA 抽出に成功して

おり、cDNA 合成に用いるサンプルの調製を行った。 

  続いて、野外実証現場から採取した土壌サンプル GL-1.5m_IWT2 から DNA および RNA 抽出



232 
 

し、それぞれのサンプルについて 16SrRNA 遺伝子に基づいた微生物の系統解析を実施し、DNA 

と RNA 両レベルで解析した場合の比較検討を行った。 

  まず、取得した RNA を鋳型にした cDNA 合成を実施した。cDNA 合成には ReverTra Ace キッ

ト(TOYOBO)を利用した。また、逆転写反応には、TOYOBO 社から購入した ReverTra Ace キット)

に付属されているランダムプライマー 5’-(dN9)-3’ を用いている。cDNA 合成の反応は以下の通

りに実施した。まず RNase free water と RNA 10 ng を混合し、80℃、2min で熱変性を行い、氷中で

5min 冷却後に、残りの試薬を加えてからサーマルサイクラーを用いて PCR 反応を行った。(30℃ 

for 10min; 42℃ for 40min; 99℃ for 5min) 

     さらに、16S rRNA 遺伝子の PCR 増幅を行った。PCR 反応には、Ex-Taq Hot Start 

Version (TaKaRa)を利用した。反応組成は以下の通りである。 

 

Water               12.8μl 

10×buffer             2μl 

dNTPs                    2μl 

forward primer (6 pmol)        1μl 

reverse primer (6 pmol)             1μl 

DNA or cDNA              1μl 

EX-Taq HS (TaKaRa)         0.2μl 

 

サーマルサイクラーを用いる PCR 反応は次の条件で行った。(94°C for 2 min; 25 ～ 30 cycles of 

98°C for 10 sec、 55°C for 30 sec、 68°C for 1 min、 followed by 68°C for 5 min) 

   データのばらつきを防ぐ為に、PCR 増幅した 3 種類のサンプルを一つにまとめ、QIAquick 

PCR purification kit (QIAGEN)で精製し、20μl の DNA 溶液を取得した。 

次世代シーケンス解析は、製品評価技術基盤機構（NITE） において実施された。利用したシー

クエンサーは、Roche 社 GS-FLX sequencer で、シーケンスデータのアッセンブル解析については

付属されている Newbler assmebler を用いた。また、得られた配列情報から QIIME を利用して、

16S rRNA 遺伝子配列に基づく系統解析を実施した。 

  図②-e-3 に示す通りに、解析の結果、試料中に含まれている微生物の大半が未同定の細菌で

あった。DNA と RNA 両レベルで解析したデータを比較した場合、同定された微生物の中で、特

に Proteobacteria において顕著な差が見られた。 

RNA サンプルでのみ検出した菌群に関する詳細は以下の通りであった；Methylobacterium (5%) 

および Methylobacter (0.4%)、Pseudomonas mendocina （日和見感染）類縁菌（1.6%）、分解菌の類

縁種（Dechloromonas、 Geobacter、 Cupriavidus、 Wautersia、 Sphingomonas、 Ralstonia 属）を

検出（構成比 1％以下）した。 
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図②-e-3. 16S rRNA 遺伝子配列情報に基づく系統解析の結果 

赤いカラム：DNA を鋳型にした場合、青いカラム cDNA（RNA）を鋳型にした場合 

 

 以上の結果から、環境メタトランスクリプトーム解析を実施する上で十分な品質を備えた微生物由

来の RNA (16S rRNA および mRNA)を調製する為に際に利用する土壌・地下水試料など環境サ

ンプルから RNA を抽出する手法の開発を実施することができた。また、環境中での微生物の機能

を遺伝子レベルで特異的に検出するために、転写産物（mRNA）を対象としたメタトランスクリプトー

ム解析も実施する。メタトランスクリプトーム解析の結果に基づいて、活性の面から重要と考えられ

る微生物群をリスト化する手法を確立することができた。 
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f)  指標微生物群の定量的モニタリング手法の開発 

 生態系影響評価を行う上で基盤となる総微生物量（特にバクテリア、アーキアなどのドメインレベ

ルでの微生物群の存在量）を定量的にモニタリングするための標準的手法の開発を行った。バク

テリア、アーキアをそれぞれドメインレベルで定量することができる定量的 PCR の系を確立した。ま

た、同時に確立した定量的 PCR 法の特異性を確認するための標準遺伝子ライブラリを整備した。 

 ド メ イ ン バ ク テ リ ア を 検 出 ・ 定 量 す る た め の プ ラ イ マ ー セ ッ ト と し て

338F(5’-ACTCCTACGGGAGGCAGC-3’)、519R(5’-GWATTACCGCGGCKGCTG -3’)を選択

した。このプライマーセットを用いて定量のための標準曲線を作製した。PCR の増幅条件は(95℃ 9 

min) → (95℃ 30 sec→67℃ 30 sec→72℃ 30 sec)×55→(95℃ 15 sec)とし、増幅産物のリアルタイ

ムモニタリングには SYBR Green I を用いた。また、リアルタイム PCR 終了後に解離曲線解析を行

い、増幅産物の確認を行った。PCR の装置としては LightCycler 480（ロシュ）を用いた。バクテリア

に属する代表的な微生物である E. coli の 16S rRNA 遺伝子をプラスミドに挿入した後に、制限酵素

により１本鎖化した遺伝子を標準試料として使用した。また、Reference の菌株としてドメインアーキ

アに属する Methanosaeta concilii の 16S rRNA 遺伝子を用いた。 

 得られた増幅曲線から作製した検量線を図②-f-1 に示す。これらの結果より、バクテリアの 16S 

rRNA 遺伝子が 3.2×104 copies 以上において、バクテリアを定量的にモニタリングすることが可能

であることが示された。また、アーキアに属する M. concilii が試料中に 4.5×108 copies 存在してい

たとしても、蛍光値の増加はほとんどないことから、バクテリアの検出・定量には影響を及ぼさないこ

ともわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②-f-1. バクテリア増幅曲線から作製した検量線（LightCycler 480） 
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 同様にアーキアを検出・定量するための手法の開発を行った。アーキアを特異的に増幅するた

めのプライマーセットとして ARC334F-1 (5’-AYGGGGYGCASCAGGSG-3’)、 

ARC518R(5’-GGTDTTACCGCGGCKGCTG -3’)を選択した。PCR の増幅条件、使用した PCR

装置等は全てバクテリアを定量した条件と同じである。検量線の作製にはアーキアに属する M. 

concilii の 16S rRNA 遺伝子をプラスミドに挿入した後に、制限酵素により１本鎖化した遺伝子を標

準試料として使用した。また、Reference の菌株としてバクテリアに属する E. coli の 16S rRNA 遺伝

子を用いた。得られた増幅曲線から作製した検量線を図②-f-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②-f-2. アーキア増幅曲線から作製した検量線（LightCycler 480） 

 

 これらの結果より、アーキアの 16S rRNA 遺伝子が 4.5×104 copies 以上において、アーキアを定

量的にモニタリングすることが可能であることが示された。また、バクテリアに属する E. coli が試料

中に 3.2×108 copies 存在していたとしても、蛍光値の増加はほとんどないことから、アーキアの検

出・定量には影響を及ぼさないこともわかった。 

 また、本研究で構築したバクテリアとアーキアを定量する定量的 PCR のアッセイ系は同じ PCR 条

件（(95℃ 9 min) → (95℃ 30 sec→67℃ 30 sec→72℃ 30 sec)×55→(95℃ 15 sec)）で行うことが

できる。従って一つの PCR 用のプレートで同時に両者（バクテリアとアーキア）を定量することがで

きるという利点がある。 

 バクテリア、アーキアを検出・定量するための定量的PCRのアッセイ系が様々な定量的PCR機器

のプラットフォームで利用可能かどうかを検討した。これまでの検討ではロシュ社の LightCycler480

を用いていた。そこで、アプライドバイオシステムズ社の ABI7900 を用いて検量線の作製および

Reference 菌株の検出を行った。バクテリアの定量においては標準試料に E.coli の 16S rRNA 遺伝

子を Reference 菌株としてアーキアに属する M. concilii を用いた。また、アーキアの定量において

は標準試料に M. concilii の 16S rRNA 遺伝子を Reference 菌株としてバクテリアに属する E.coli を
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用いた。得られた結果を図②-f-3 に示す。その結果、アプライドバイオシステムズ社の ABI7900 を

用いた場合においても、バクテリア、アーキアのそれぞれを定量するための検量線が

LightCycler480 を用いた時と同様に作製できることがわかった。また、バクテリアの定量においては

アーキアに属する M. concilii の 16S rRNA 遺伝子が 4.5×107 copies 存在していてもバクテリアを

特異的に定量できることがわかった。同様にアーキアの定量においてもバクテリアに属する E. coli

の 16S rRNA 遺伝子が 3.2×107 copies 存在していてもアーキアを特異的に定量できることがわか

った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②-f-3.  ABI7900 を使用した際の検量線（左・バクテリア、右・アーキア） 

 

 このようにドメインバクテリアおよびアーキアの定量について、複数の定量的PCR機器プラットフォ

ームで利用可能なモニタリング手法の開発に成功した。 

 開発した定量的 PCR 法を基盤とした微生物のモニタリング手法の特異性や精度を評価するため

の 16S rRNA 遺伝子のライブラリを整備した。26 種類の微生物を培養し、それらから抽出した DNA

を鋳型として 16S rRNA 遺伝子の全長を増幅する PCR を行った。得られた PCR 産物を精製し、ベ

クターpT7Blue にクローニング後、pUC19 にサブクローニングした。作製した 16S rRNA 遺伝子標準

ライブラリを表②-f-1 に示す。 

  



237 
 

表②-f-1.  16S rRNA 遺伝子標準ライブラリ 

種 ドメイン 

Nitrobacter winogradskyi Bacteria 

Nitrosomonas europaea Bacteria 

Pseudomonas putida Bacteria 

Gemmatimonas aurantiaca Bacteria 

Bacillus subtilis Bacteria 

Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris Bacteria 

Clostridium acetobutyricum Bacteria 

Microlunatus phosphovorus Bacteria 

Anaerolinea thermophila Bacteria 

Treponema bryantii Bacteria 

Deinobacter grandis Bacteria 

Bacteroides vulgatus Bacteria 

Escherichia coli Bacteria 

Chloroflexus aurantiacus  Bacteria 

Desulfitobacterium hafniese Bacteria 

Methanobacterium bryantii  Archaea 

Pyrococcus horikoshii Archaea 

Sulfolobus tokodaii Archaea 

Methanococcus vannielii Archaea 

Methanomicrobium mobile Archaea 

Methanoculleus bourgensis Archaea 

Methanospirillum hungatei Archaea 

Methanosarcina barkeri  Archaea 

Methanosaeta concilii Archaea 

Methanopyrus kandleri Archaea 

Saccharomyces cerevisiae Eukarya 
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結び（結論および今後の展開） 

 

本事業では、塩素化エチレン類を対象に次世代型浄化手法であるバイオオーグメンテーション

の普及を促進することをめざし、バイオオーグメンテーション実施に必要な「微生物によるバイオレ

メディエーション利用指針」（バイレメ指針）への適合にかかわる事業者の負担を軽減するためバイ

レメ指針への対応に係わる一連の基盤技術・情報の整備を行い、現時点で以下の成果を得た。 

開発項目①-1．「微生物の安全性評価のための情報基盤の開発」では、バイレメ利用株と有害

菌との同異を遺伝子レベルで高精度に判別できる手法の開発をめざし、有害菌 35 株で指標遺伝

子を特定して判別できる手法に結実させた。また、全有害菌のデータベースも整備した。今後の指

標遺伝子を利用した判別手法の更なる開発とデータベースの充実により、バイレメ指針における分

解菌の正確で簡便な安全性評価が可能になる。また、その成果は環境微生物の安全性評価に広

く利用可能であり、病原性を疑われて利用が抑えられている菌株の産業利用の拡大にもつながる

と期待される。 

開発項目①-2. 「標準微生物の確立（バイオオーグメンテーション実施環境の整備）」では、バイ

オオーグメンテーションに利用できる高性能な分解菌の集積と分離を進め、TCE 自身で分解能が

高まる画期的な株を含む 13 株の好気性分解菌を選抜し、3 株の指針適合確認申請の準備に至っ

た。また、嫌気性脱塩素菌 Dehalococcoides 属の単離に我が国で初めて成功した。 

開発項目②「多種微生物群の包括的解析技術の開発」では、実験室レベルのバイオオーグメン

テーション実験と実汚染現場でのバイオスティミュレーション実験を実施し、採取した試料について

網羅的微生物叢解析を実施した。次世代型シークエンサーを用いた解析手法により DGGE などの

従来技術に比べてはるかに高い精度と感度で精細な結果を得るとともに、ヒト病原菌を検出する系

も確立した。更に指標微生物を定量的にモニタリングする技術基盤を確立した。 

以上のように各要素項目において計画通りあるいは計画以上の成果を達成しており、次年度よ

り着手する開発項目③「生態系への総合的影響評価手法の開発（野外実証実験）」をスムーズに

開始できることが見込まれる。今後、バイオオーグメンテーションの促進と微生物の環境利用にお

ける安全・安心の確保に大いに役立つ成果を生み出せるように、事業終了まで効率的に研究開発

を進めることに注力したい。 
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３－１－３ 特許出願状況等 
 

表 1．特許・論文等件数 

要素技術 論文数 特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特 許 権 の

実 施 状 況

（ 実 施 件

数・ライセ

ンス料等） 

新 聞 記

事・学会発

表等件数 

シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイ

オレメディエーションの研究開発 
3 4 0 1 

ラジアルウェルを活用したパッシブな新

規土壌修復技術の研究開発 
1 0 0 4 

低コスト原位置電気修復技術の研究開発 0 0 0 3 

次世代バイオレメディエーション普及の

ためのセーフバイオシステムの研究開発 
4 1 0 35 

計 8 5 0 43 

 

 

表 2. 論文、投稿、発表、特許リスト 

（シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開発） 

新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ 

 題目・メディア等 時期 

論文 BUNSEKI KAGAKU 誌「土壌中の全シアン分析を目的とした塩

化第二銅及び塩化第一スズを用いる還元蒸留法の検討」著者；

野口和宏、福永和久、山下信彦、萩野芳章、野々村誠 

H24.2 

論文 BUNSEKI KAGAKU 誌「流れ分析法による土壌中の全シアン及

びチオシアン酸イオンの同時定量」著者；野口和宏、福永和久、

今安英一郎、埜村朋之、山下信彦、萩野芳章、野々村誠、細見

正明 

H24.12 

論文 新日鉄住金エンジニアリング技報 Vol.4「土壌中の全シアン含

有量分析技術と自動分析装置の開発」著者；今安英一郎、福永

和久、野口和宏 

H24.12 

発表 （社）日本工業用水協会 研究発表会 

土壌中の全シアン含有量分析方法の検討 

H24.3 

特許 特開２０１０－２７６２１４号 H22.12 
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表 3. 論文、投稿、発表、特許リスト 

（ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発） 

土壌修復ラジアルウェル技術研究組合 

 

 

 

  

汚染土壌の原位置浄化方法 出願 

特許 特願２０１２－０７４６４号 

鉄シアノ錯体化合物含有水の処理方法および土壌浄化方法 

H24.3 

出願 

特許 特願２０１２－１９０２４３号 

土壌連続分析方法 

H24.8 

出願 

特許 特願２０１２－２５０５２８号 

新規微生物および金属シアノ錯体分解方法 

H24.11 

出願 

 題目・メディア等 時期 

論文 第 18 回値地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 

「カラム試験とシリアルバッチ試験における Pb 溶出挙動の比

較」 

H24.6 

発表 「産業排水中のホウ素の効率的除去を目的とした材料開発」 

松方・正田・関根・菊池・山崎、化学工学会 42 回秋季大会 

H22.9 

 「パイライトによる環境中のヒ素の吸着特性について」 

松方・関根・菊池・正田、化学工学会第 43 回秋季大会 

H23.9 

 「高濃度の塩が共存するホウ素含有排水の処理剤の開発」 

松方・正田・松岡・山崎、化学工学会第 75 回年会 

H24.3 

 

 「パイライトを用いた鉛処理技術の開発」 

正田・松岡・山崎・松方、化学工学会第 44 回秋季大会 

H24.9 
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表 4. 論文、投稿、発表、特許リスト 

（低コスト原位置電気修復技術の研究開発） 

（株）島津製作所 

 

 

表 5. 論文、投稿、発表、特許リスト 

（次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発） 

国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人岐阜大学 

 題目・メディア等 時期 

発表 第 17 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 

「酸性電解水による汚染土壌からの鉛溶出特性」 

H23.6 

 第 17 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会 

「蛍光 X 線による簡易分析の精度とその適用」 

H23.6 

 RemTech Summit 2011,Chicago, USA.「Remediation of Polluted 

Geological Media by Using「Key Research Subjects for Increasing the 

Efficiency of In Situ Electrokinetic Remediation」 

H23.5 

 題目・メディア等 時期 

発表 

（講演） 

12th International congress on culture collection (WFCC-ICCC12). Santa 
Catarina, Brazil, Sep.25th-Oct.3rd、「Influence of different set of variable 
gene cluster analysis on the phylogenetic definition of bacterial species」 

H22.09 

発表 

（講演） 

International Symposium on Bacterial genomics, evolution and 

pathogenesis. Jiangsu, China. Nov.30- Dec. 3rd., 「Shuffling 

Classification of high Risk pathogens after complete genome 

sequencing」 

H22.11 

発表 

（講演） 

The 30th anniversary symposium of the Japan Society for Microbial 
Systematics. Dec 9th, Tokyo、「History and future of taxonomists to 
unzip chromosomal information to define bacterial species」 

H22.12 

発表 

（講演） 

International Union Microbiological Societies Congress、

「Reclassification of High Risk Pathogens After genome wide screening 

of conserved genes」 

H23.09 

 

発表 

（講演） 

バイオインダストリー協会(JBA)セミナー、「微生物による

Bioremediation の技術開発の現状と規制・課題」 

H23.10 

発表 

（講演） 

2011 International Conference on Environmental OMICS、「Screening of 

Environmental Human, Animal and Plant Pathogens in Soil and Water 

H23.11 
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発表 

（講演） 

第 31 回 日本微生物系統分類研究会年次大会、「全ゲノム情報から

Family Enterobacteriaceae の菌種、属レベルの分類指標となる多型

遺伝子群および保存遺伝子群の選択とその根拠」 

H23.11 

発表 

（講演） 

第 6 回日本ゲノム微生物学会、「新時代のゲノム微生物学から種の

規定を考える：微生物の分布と種分化」 

H24.03 

発表 

（講演） 

生物工学会 2012 年度大会、「バイオオーグメンテーションの実用

化への可能性と課題」 

H24.10  

発表 International Symposium on Global Multidisciplinary Engineering 

2011、「Transcriptional Regulatory Mechanism of 

Biphenyl/Polychlorinated Biphenyl-Degradation Genes in Rhodococcus 

jostii RHA1」 

H23.01 

 

 

発表 環境バイオテクノロジー学会 2011 年大会、「 Rhodococcus jostii 

RHA1 株の土壌中の硝酸利用」 

H23.06 

発表 環境バイオテクノロジー学会 2011 年大会、「塩素化エチレン類の

バイオスティミュレーションにおける有機資材の添加効果」 

H23.06 

発表 International Union of Microbiological Societies Congress、「Enrichment 

of a highly purified Dehalococcoides containing culture」 

H23.09 

発表 International Union of Microbiological Societies Congress、「Bacterial 

diversity of TCE-dechlorinating enrichment cultures as revealed by 

Pyrosequencing of 16S rRNA genes」 

H23.09 

発表 International Union of Microbiological Societies Congress、「Evaluation 

of air-treatment of chlorinated ethylene-contaminated soil and ground 

water in slurry system」 

H23.09 

発表 International Union of Microbiological Societies Congress、「The 

essential sequence for transcriptional regulation of 

biphenyl/polychlorinated biphenyls-degradation gene promoters in 

Rhodococcus jostii RHA1」 

H23.09 

発表 International Union of Microbiological Societies Congress、

「Characterization of Alkane Hydroxylase Gene in Rhodococcus jostii 

RHA1」 

H23.09 

発表 第 63 回日本生物工学会大会、「塩素化エチレン類汚染環境の好気

的バイオレメディエーションの環境影響評価」 

H23.09 

発表 第 27 回日本微生物生態学会大会 「16S rRNA 遺伝子を標的とし

たパイロシークエンシングによる VOC 汚染バイオレメディエー

ションサイトの微生物モニタリング」 

H23.10 

発表 The 1st GIGAKU Conference in Nagaoka、「The Regulatory Sequence H24.01 
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of Biphenyl/Polychlorinated Biphenyls Degradation Gene 

Transcription in Rhodococcus jostii RHA1」 

発表 The 1st GIGAKU Conference in Nagaoka、「 Identification of Genes 

Important for Way of Life in the soil of PCB-Degrader Rhodococcus 

jostii RHA1」 

H24.01 

発表 第 46 回日本水環境学会年会、「16S rRNA 遺伝子パイロシークエン

シングによるバイオレメディエーションサイトの微生物生態系影

響評価」 

H24.03 

発表 第 46 回日本水環境学会年会、「即効性有機資材を用いる塩素化エ

チレンのバイオスティミュレーション実証試験」 

H24.03 

発表 日本農芸化学会 2012 年度大会、「Rhodococcus jostii RHA1 株のス

チレン代謝経路の解明」 

H24.03 

発表 日本農芸化学会 2012 年度大会、「塩素化エチレン類汚染環境の好

気的生物修復の環境影響評価」 

H24.03 

発表 第 18 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関わる研究集会、「嫌

気性微生物を利用した塩素化エチレン汚染地下水の浄化実証試

験」 

H24.06 

発表 環境バイオテクノロジー学会 2012 年度大会、「Rhodococcus jostii 

RHA1 株によるトリクロロエチレン分解に関する解析」 

H24.06 

発表 環境バイオテクノロジー学会 2012 年度大会、「 Rhodococcus jostii 

RHA1 の BphST 二成分制御系による転写 誘導メカニズムの解明」 

H24.06 

発表 環境バイオテクノロジー学会 2012 年度大会、「好気性条件下にお

ける cis-ジクロロエテン分解菌の探索」 

H24.06 

発表 環境バイオテクノロジー学会 2012 年度大会、「土壌 DNA 抽出時

に用いられるスキムミルクに混入する微生物叢解析」 

H24.06 

発表 環境バイオテクノロジー学会 2012 年度大会、「ジクロロエチレン

脱塩素菌 Dehalococcoides sp. UCH007 株の分離」 

H24.06 

発表 The 14th International Symposium on Microbial Ecology, poster 

presentation、「Environmental Monitoring of Pathogens During 

Bioremediation Using Massive Parallel 16S rRNA Gene Sequencing」 

H24.8 

発表 生物工学会 2012 年度大会、「トリクロロエチレン (TCE) に応答し

て発現する Rhodococcus jostii RHA1 株のビフェニル分解酵素系に

よる TCE 分解に関する解析」 

H24.10  

発表 生物工学会 2012 年度大会、「共代謝基質非存在下で好気的に cDCE 

を分解する細菌」 

H24.10  

発表 生物工学会 2012 年度大会、「 Rhodococcus jostii RHA1 株の 2,6-ジ H24.10  
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ヒドロキシ安息香酸代謝酵素遺伝子群の解析」 

論文 化学と生物、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針に

おける微生物の生態系等への影響評価」 

H23.03 

 

論文 化学と生物、「バイオレメディエーションの実際：揮発性有機塩素

化合物による土壌・地下水汚染と対策技術」 

H23.04 

 

論文 J. Biosci. Bioeng.（学会誌）、「The 24-bp consensus sequence responsible 

for regulation of the BphS1T1 two-component system in a hybrid 

promoter」 

H24.03  

  論文 Appl. Environ. Microbiol．（学会誌）、「Specific gene responses of 

Rhodococcus jostii RHA1 during growth in soil」 

H24.10 

特許 微生物を用いた有機塩素化合物の新規浄化技術 出願準

備中 
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３－２ 目標の達成度 
 

表 1．目標に対する成果・達成度の一覧表 
要素技術 目標・指標 

 
成果 達成度 

シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開発 
全シアン含有量分析

方法に関する開発 
いかなる土壌においても全シアン

を 90%以上回収可能な分析技術を

開発する。 

塩化第二銅・塩化スズを添加試薬

とした還元蒸留方法（NSOF 法）

を開発し、土壌中の全シアンの精

度（添加・回収率）が 95%以上と

なる分析技術を確立した。 

達成 

シアン分解微生物に

関する研究 
スティミュレーションの研究につ

いては原地盤の菌によるシアン分

解を確認する。 
 
 
オーグメンテーションの研究につ

いてはシアン分解菌の特定および

培養を行う。 

スティミュレーションの研究に

ついては土槽へ栄養剤を投入し、

在来菌によるシアンの分解を確

認した。 
 
オーグメンテーションの研究に

ついては嫌気性シアン分解菌の

分離・培養を行った。 
 

達成 

土質・地層に応じた工

法の研究 
混練の仕様の決定と、混練性能の評

価方法の決定を行う。 
地盤改良機を用いた混練試験に

より、混練の仕様の確認、栄養剤

の混合評価を行う。 
混練性能は、栄養剤濃度を TOC
と HPLC により定量して評価す

ることとした。 

達成 

ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発 
基盤技術支援（全体目

標） 
各要素技術の改良・改善により、狭

隘な場所にも適用できるようにす

るほか、従来方式の 2/3 以下の中間

コスト目標を達成する。 

各要素技術の改良・改善により、

実用化の目処が立つ状況に至っ

た。また、中間コスト目標は達成

した。 

達成 

配水循環処理システ

ムの研究開発 
 

立抗の小口径化と施工法の選定フ

ローの立案 
 
 
 
土壌内へ均一に配水可能な集配水

手法の確立 
（配水循環システム） 
 
水平集配水管の基本スペックの確

立 

直径 2mまでのラジアルウェルを

構築する施工技術を開発した。ま

た、現地条件等ふまえた施工方法

を選定するフローを作成した。 
 
配水、集水を交互に繰り返すこと

で均一な配水循環が可能となる

ことを見出した。 
 
配水管と集水管の水平方向の間

隔は、条件(脱着速度、水処理量)
によって適切に設定することが

可能となった。 

達成 
 
 
 
 

達成 
 
 
 

達成 
 
 

重金属の土壌からの

脱着法の研究開発 
 

重金属の脱着挙動の把握と効果的

な洗浄方法の確立 
 
 
 
汚染物質毎の効果的な抽出剤の選

定 

各模擬汚染土壌の作成方法を確

立し、不飽和流を用いたカラム試

験を実施し、溶出挙動の把握と効

果的な洗浄方法を見出した。 
 
鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素につい

て選定済。（その他は次年度以降

一部達

成 
 
 

 
一部達

成 
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に実施予定） 
土壌から脱着した重

金属等の吸着処理シ

ステムの研究開発 
 

高性能吸着剤の開発 
 
 
 
凝集沈殿型水処理技術の改良 
 
 
 
水処理システムの開発 
 

各種重金属対応の高性能で安価

な吸着剤を開発し、優れた効果を

確認した。 
 
ホウ素水処理の性能を大幅に向

上させた。また、ヒ素等の処理技

術を改良した。 
 
実用化に供しうる水処理システ

ムを構築した。 

達成 
 
 
 

達成 
 

 
 
達成 

原位置モニタリング

技術に関する研究開

発 
 

簡易で安価なモニタリング井戸の

開発（従来井戸の 1/3 以下のコス

ト） 
 

細径鋼管打設工法を応用し、φ２

５の井戸を安価に施工する新工

法を開発し、試験により良好な結

果を確認済。（コスト試算では、

従来の井戸工法の 1/5 以下） 

達成 

遮水壁に関する研究

開発 

洗浄中のみならず洗浄終了後に存

置しても、環境に負荷を与えない遮

水壁の選定 

ベントナイト100％砕石を使用す

る地中鉛直連続遮水壁を考案し

た。遮水性等の基礎実験、および

施工実験実施済み。 

達成 
 

低コスト原位置電気修復技術の研究開発 
模擬汚染土壌を対象

とした電力量を最小

化する土壌 pH、電解

液 ECの最適化 

模擬汚染土壌を対象として、電力量

を最小化する土壌 pH、電解液 ECの

最適化を行う。 

鉛、六価クロムを汚染物質とした

砂、マサ土、笠岡粘土の模擬汚染

土壌において、電力消費量

2,250kWh/m3以下で浄化できる土

壌 pH、電解液 ECの最適条件を導

出した。 

達成 

実汚染土壌を対象と

した電力量を最小化

する土壌 pH、電解液

ECの最適化 

実汚染土壌を対象とした電力量を

最小化する土壌 pH、電解液 ECの最

適化を行う。 

鉛実汚染土壌（粘土混じり砂）及

び六価クロム実汚染土壌（砂混じ

り粘土）について、電力消費量

2,250kWh/m3以下で浄化できる土

壌 pH、電解液 ECの最適条件を導

出した。 

達成 

汚染土壌の物理化学

的特性解析と浄化効

率への影響評価 

汚染土壌の物理化学的特性解析と

浄化効率への影響評価を行う。 
鉛を対象汚染物質とした模擬汚

染土壌について、環境負荷の低い

電解質（塩）を使った電解水によ

る溶出試験を実施し、pH３～pH４

の電解水で、鉛の溶出量が著しく

増加することがわかり、電気修復

浄化への適用可能性を見出した。 

達成 

電気修復法における

浄化メカニズムと浄

化効率向上に関する

研究 

電気修復法における浄化メカニズ

ムと浄化効率向上に関する研究を

行う。 

鉛を対象汚染物質とした模擬汚

染土壌について、土壌 pHが６以

下でなければ鉛は溶出せず浄化

が困難なことを実験的に確認し

た。 

達成 

印加電圧パルス化に

よる浄化効率の向上

に関する研究 

印加電圧パルス化による浄化効率

の向上のための検討を行う。 
鉛模擬汚染土壌、六価クロム模擬

汚染土壌のいずれにおいても浄

化効率の向上が認められた。 

 

達成 

電解水添加による浄

化効率の向上に関す

る研究 

電解水添加による浄化効率向上の

ための検討を行う。 

六価クロム模擬汚染土壌では目

標を超える浄化効率の向上が認

められた。 

達成 



 

247 
 

原位置浄化試験によ

る実証試験の浄化条

件決定 

原位置浄化試験による実証試験の

浄化条件決定を行う。 
土壌 pH･電解液 ECの最適化、なら

びに印加電圧パルス化、電解水の

利用の３項目について、それぞれ

目標電力量以内での浄化を達成

する条件を原位置試験から決定

した。 

達成 

電気修復法に使用す

る電極・井戸の最適化

に関する評価検討 

電極形状（表面積など）をパラメー

タとして、浄化効率一定の条件下で

有効使用電極の総重量を従来の

2/3に低減する。 

電極形状を変更し、電解液中での

抵抗値を変えることなく、その総

重量を目標である２/３以下に削

減した。 

 

達成 

汚染現場における汚

染分布領域の特定技

術の確立 

汚染現場における浄化対象領域の

探索と特定、ならびに浄化過程にお

ける浄化進捗状況の把握のために、

オンサイト簡易分析手法と迅速マ

ッピング技術を開発する。 

汚染分布領域を特定する目的で、

携帯型蛍光 X線分析装置の測定条

件を確立した。また鉛を 450mg/kg

含有した汚染土壌を対象とした

測定で、448±3mg/kg の実測値を

得ることができ、測定手法として

十分な精度があることを確認し

た。 

達成 

低コスト電力（自然エ

ネルギー等）の活用の

検討 

自然エネルギーによる電力の利活

用を検討する。利用する電力の目標

コストは、複数の使用電力料金の平

均値として、1kWhあたり 10円をめ

ざす。 

電力コスト低減を目的として、

自然エネルギーである太陽光発

電による電力利用について調査

と試算を行った。現時点では平均

的な商用電力料金よりも高額に

なるが、技術的には適用可能であ

ることが判った。また、太陽光パ

ネル単価は今後ますます低価格

化が進むとされており、商用電力

の利用できない汚染現場の浄化

などの際には、電力を獲得する有

効な代替手段として期待できる

ことが判った。 

達成 

実証試験の実施と目

標浄化コストの検証 
研究成果をもとに浄化コストを算

出し、実際の汚染サイトでの実証試

験によって検証する。 

対象土壌 1m3あたり 1,500kWh の電

力を使用して、対象重金属について

土対法における含有量基準値の 3

倍濃度の汚染土壌、また溶出量基準

値の 10 倍程度の汚染土壌につい

て、それぞれを基準値以下に浄化す

る。処理コストは掘削除去による平

均的な処理コスト（50,000 円／m3）

の半額程度（約 25,000 円／m3）と

する。 

原位置浄化試験で導出された浄

化条件を適用して、1m3 の原位置

実証試験を実施したところ、浄化

に要した電力量は 1,490kWh/m3
であり、目標値を達成できた。 
この電力量を盛り込む形で、当初

計画時の 300m3 を対象とした汚

染サイトにおける処理コストを

試算中である。 

一部達

成 

次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発 

有害菌のドラフトゲノム

解析と指標遺伝子の

特定 

バイレメに関連する（環境有害菌）属

種の細菌 30 株以上について、判別

指標となる遺伝子を特定する。 

環境有害菌 35株以上について、判

別指標となる遺伝子を特定した。 

達成 

指標遺伝子を利用した

有害性判定手法の開

発 

バイレメに関連する（環境有害菌）属

種の細菌 30 株以上について、指標

遺伝子を用いた判別手法を開発す

る。 

環境有害菌 35株以上について、指

標遺伝子用いた判別手法を開発し

た。 

達成 
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有害菌データベースの

作製 

既知のヒト病原菌及び動物病原菌

に関する情報を収集する。 

ヒト・家畜有害菌の属種名および、

その基準株 1028 株について、16S 

rRNA 遺伝子配列を収集した。 

達成 

 好気性塩素化エチレ

ン類分解菌（群）の収

集、培養、同定、保存 

分解菌を選抜して分離・同定し、選抜

した分解菌バイレメ指針適合審査

の検討を行う。 

収集株 122 株について、分解活性

を指標に選抜した 13 株から更に指

針適合審査用 2 株を選定した。 

達成 

嫌気性塩素化エチレン

類分解菌（群）の収集、

培養、同定、保存 

分解菌を選抜して分離・同定し、選抜

した分解菌バイレメ指針適合審査

の検討を行う。 

我が国で初めて嫌気性脱塩素菌 

の単離に成功し、共培養にて活性

化する菌株も特定して、指針適合

審査株に選定した。 

達成 

バイレメ指針適合株の

開発（分解菌の指針適

合確認） 

３株以上について、バイレメ指針適合

に必要な情報を収集し、指針適合確

認の審査を受ける。 

４株について、指針適合確認申請

に着手した。 

達成 

実験室レベルでのバイ

レメ実験 

実験室レベルでの好気性分解菌を

用いたバイレメ試験系を確立する。 
バイレメ試験系を確立し、好気的分

解菌 20B 株について有効性と影響

を評価した。 

達成 

実汚染現場に おける

バイレメ実験 

実環境においてバイオスティミュ

レーション浄化を実施し、生態系影

響のための試料を提供する。 

工場敷地内 2 地点において、バイ

オスティミュレーション浄化試験を実

施し、試料を収集した。 

達成 

次世代シーケンサーに

よる網羅的な微生物叢

解析 

新型シーケンサー用いた網羅的な

微生物叢解析技術の確立し、バイオ

スティミュレーションサイトにお

ける微生物叢解析による生態系影

響評価を実施する。 

2 地点のバイオスティミュレーション

サイトにおいて、新型シーケンサー

を用いた網羅的な菌叢解析による

生態系影響評価を実施した。 

達成 

超並列塩基配列解析

による指標微生物の特

定 

指標微生物（病原菌等）の特定による

生態系影響評価手法の確立を行う。 

指標微生物としてヒト病原菌を検出

する系を確立した。 

達成 

環境メタトランスクリプト

ーム解析 

RNA を指標とした網羅的な菌叢解析

手法の開発と生態系影響評価への

活用を行う。 

環境試料からの RNA 抽出・配列解

析手法を確立し活用した。 

達成 

指標微生物群の定量

的モニタリング手法の

開発 

指標微生物候補に対する定量的モ

ニタリング技術を確立する。 

細菌・古細菌特異的 PCR プライマ

ーを設計し、定量性を確認した。 

達成 

生態系影響評価標準

的プロトコールの作成 

標準的なプロトコールを作成する。 H25 年度から実施 （ 未 着

手) 

プロトコール実施のた

めの核酸標準物質の

整備 

プロトコールを実施するための核酸標

準物質の頒布体制を整備する。 

H26 年度に実施 （ 未 着

手) 

導入菌株のモニタリン

グ 

指針適合株のバイオオーグメンテー

ションにおける動態と効果を評価す

る。 

H25 年度から実施 （ 未 着

手) 

生態系影響評価手法

の確立  

開発した生態系影響評価手法を確立

し、バイオオーグメンテーションにお

ける生態系への影響を評価する。 

H25 年度から実施 （ 未 着

手) 

標準株の維持管理  

 

バイレメ指針適合株の頒布体制を整

える。 

H26 年度に実施 （ 未 着

手) 

注）「達成度」の欄には、達成、一部達成、未達成、を選択して記述。 
  「一部達成」とは、当該技術開発が複数のテーマで構成され、テーマ毎に目標値が設定

されている場合において、テーマ毎に達成、未達成がある場合に選択（成果がおおよそ

得られていても、すべてのテーマの目標値が未達成の場合は、「未達成」を選択する）。 
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４．事業化、波及効果について 
４－１ 事業化の見通し 
４－１－１ 「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開

発」新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ 

①成果の利用主体 

シアン化合物（以下、「シアン」という。）を取り扱う工場は、メッキ工場、選鉱精錬所、

石炭ガス精製工場等が知られている 。シアンが金属イオンと容易に化合物を形成する性質

を利用し、メッキ工場ではシアンを銅、亜鉛、ニッケル、金等の建浴として使用している。

メッキ工場は全国に 2,000 以上存在しており、その多くは高度経済成長期に建設された。メ

ッキ工場では今後の設備老朽化に伴う建て直しや工場移転廃止時において、土壌汚染対策

法（以下、「土対法」という。）の第 3 条に基づく土壌汚染状況調査の実施によりシアンの

土壌汚染が判明し、浄化対策が必要となる可能性がある。 

石炭ガスは石炭をコークス炉で乾留して製造しており、製造ガス中には副生成物として

ベンゼン、シアンが含まれていたため、ガス精製装置でこれらを除去して都市ガスを製造

していた。石炭ガス工場跡地における汚染物質は、ベンゼン、シアンの複合汚染が多く、

シアンは鉄との化合物であるフェロシアンの形態で土壌中に存在することが知られている。

石炭ガス工場は、大規模な工場が都市近郊の湾岸部に立地していたため、その跡地利用が

活発化することが考えられる。昨今、豊洲の石炭ガス精製工場跡地利用に代表されるよう

に、シアンの地下水・土壌汚染が社会的に問題視されている。 

このような背景から、シアン汚染の安価な浄化技術が求められていることに着目し、技

術開発に取り組んでいる。 

 

②事業化に至る期間 

新日鉄住金エンジニアリング㈱および㈱不動テトラは、既に土壌浄化事業に取組んでお

り、本技術を開発後すみやかに成果の事業化および展開が可能である。 

浄化事業の着手に至るまでに、対策範囲を決定するための汚染状況調査、場合によって

は行政・地方自治体との協議が発生するため、浄化の業務委託を受けてから浄化事業の着

手までは数か月掛かることが多い。 

 

③問題点の分析と明確な解決方策の提示 

本開発技術のバイオレメディエーションは、（１）分析技術、（２）シアン分解微生物、（３）

土質・地層に応じた工法 の 3 点で課題がある。 

（１）分析技術 

土壌中ではシアンは金属イオンと錯体を形成しやすい特徴があり、シアンは土壌中では

鉄等の金属と錯体を形成していることが知られている。土壌の全シアン含有量分析方法は、
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底質調査法（環境庁水質環境保存局水質管理課編：底質調査法とその解説）の規定が存在

するが、底質調査法では一部のシアノ錯体の土壌含有量を正確に表さないことがある。 

土壌汚染対策法における土壌含有量基準は、遊離シアンを対象としており、環境基準の観

点では含有量分析の対象を全シアンとする必要はないが、地盤の微生物の活動によりシア

ノ錯体から遊離シアンが溶出することがあり、土壌含有量基準を満足していた土壌が長期

的な地盤環境変化によって基準を超過することも考えられる。すなわち、原位置浄化のよ

うにシアンを分解・低減させる方法で浄化を進める場合、基準を一旦満足したとしても、

法対応の分析方法で検出されなかったシアノ錯体が将来溶出して基準を超過する可能性が

ある。従って、原位置浄化を進める上では、法対応の含有量分析で検出されない土壌中の

全シアン含有量を正確に把握することが重要である。 

本開発では、土壌中のシアノ錯体を精度よく分析する技術を確立しており、これら分析

の問題については解決している。 

（２）シアン分解微生物 

好気性条件下でシアンが微生物により分解することは知られているが、これら分解菌の

特定は進んでいない。また、通常、地盤中は嫌気状態にあり、地盤中を好気性条件とする

にはエアや酸素の注入設備を付加させる必要がある。特に、シルト・粘土の土質において

は土の粒子が小さく通気性が良くないので好気状態を維持することは困難である。コスト

を度外視すれば好気性微生物によるシアンの原位置浄化は可能と考えられるが、操業中の

工場・事業場において自主的な対策を促進するための技術開発には、安価な対策技術の開

発が課題である。嫌気性の微生物によるシアン分解方法を確立することは、好気性維持の

ための設備が不要であり、設備費およびランニングコストの大幅な低減が期待できること

から開発を推進すべき技術である。 

また、嫌気性のシアン分解微生物を特定することで、当該汚染サイトの原位置浄化のポ

テンシャルを事前に測る指標ともなる。さらに、特定したシアン分解微生物を培養技術が

進めば、当該汚染サイトでの原位置浄化の進捗を加速させたい場合、または、当該サイト

に有用な微生物が見られない場合は、分解能を有する培養微生物を投入することでシアン

分解を推進することが可能となる。 

本開発では、既に室内レベルで嫌気性のシアン分解を確認した。 

（３）土質・地層に応じた工法 

バイオレメディエーションの適用は、汚染物質の分解微生物を活性化する栄養剤を当該

対象範囲に浸透させるために、透水性の良い砂質土では、注入井戸を建て込み栄養剤を投

入する注入工法を用いるのが一般的である。透水性の良くないシルト・粘土質に対しては、

注入井戸を多数設置する必要が有り、コスト高となる。透水性の良くない土質で確実に栄

養剤を浸透させる工法を開発することが課題である。地盤改良機を用いた混練工法の適用

がこれら課題の解決となるが、栄養剤が対象範囲で必要十分量混ざっていることを確認す

る技術を確立する必要があった。 
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本開発では、既に室内レベルで混練土壌の栄養剤バラつきを測定する方法を確立した。 

 

 

４－１－２ 「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」土壌

修復ラジアルウェル技術研究組合 

成果の利用主体は、現状、当技術研究組合を株式会社に移行する計画がないことと、建

設業の認可を有している企業である必要があることから、組合を構成している各組合員企

業もしくはそれらの JV（ジョイントンチャー）となるものと考えている。 
開発中の技術の実用化は、経済性の観点も含め、ほぼ目処が立っている状況であり、今

現在でも即実施して従来の掘削除去方式より安価に成果を上げることができると考えてい

る。但し、重金属の脱着に要する循環水の量と、それに左右される必要な浄化期間の正確

な把握が、今一歩の状況となっている。 
また、以下に記載のごとく、各要素技術はそれぞれ単独で各分野に利用でき、寄与でき、

波及効果は極めて大きい。 
 

 

４－１－３ 「低コスト原位置電気修復技術の研究開発」（株）島津製作所 

①成果の利用主体 
 本研究開発で得られた成果をもとに、実際に浄化事業を実行する際には以下の手順を踏

んで進めることになる（図 1）。 
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図 1. 低コスト原位置電気修復技術に関する成果利用の主体 
 

 ①、⑤については、例えば、指定調査機関の資格を持つ子会社の「島津テクノリサーチ」

が、②～④については「島津製作所」内の土壌浄化技術部門（新設）が、それぞれ事業の

主担当として進めていく。 
 

②事業化に至る期間 
 事業化に至る期間は以下の表 1 に示す通りである。 
 
 
 
 

①土壌汚染対策法に基づく汚染現場の各種調

査・分析 

②汚染現場からの土壌サンプリングと、電気修

復法によるラボ浄化試験 

③汚染現場の一部小規模領域を使った、電気修

復法による原位置試験施工 

④汚染現場全体を浄化するための浄化計画なら

びに浄化設備施工、通電浄化実施 

⑤汚染現場の土壌分析、浄化設備の電解液の分

析による浄化進捗状況のモニタリング 
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表 1. 事業化に至る期間 
 H22～H24 年度 H25～H26 年度 H27 年度～ 
主な業務内容 土壌物性評価 

模擬汚染土壌によ

るラボ試験 
原位置・実汚染土

壌浄化試験 

引合い案件における実汚染土

壌による、ラボ浄化試験・原位

置浄化試験（有償）の実施と浄

化条件・ノウハウの蓄積 

引合い案件に対す

る商用浄化施工 

事業フェーズ 基礎研究→実用化

研究 
浄化試験の有償化実施 
引合い毎の応用技術蓄積 

本格事業化 

組織 本社・基盤技術研

究所 
本社・経営戦略室 土壌浄化 G 
事業化組織の検討と新設準備 

グループ会社を含

む、土壌浄化事業

部門（新設） 

 
 

４－１－４ 「次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研

究開発」国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人岐阜大学 

バイオレメディエーションの事業化に際しての大きな障害として、環境での微生物利用

に関わる安全性への懸念（社会的受容性の確保）と浄化の効率化（技術的課題）があげら

れる。また、外部から微生物を導入するバイオオーグメンテーションでは、利用微生物に

ついて｢微生物によるバイオレメディエーション利用指針（以下、バイレメ指針）」に適合

させるための知見を収集して、安全確認を受けることが求められており、バイレメ指針へ

の適合にかかる労力とコストが更なる課題となっている。本事業ではこれらの課題を解決

して次世代バイオレメディエーション＝バイオオーグメンテーションの普及を図る研究開

発であり、直接事業化を目指すものではないが、成果により民間企業におけるバイオレメ

ディエーションの事業化が促進されることを目指している。 

本事業では、次世代 DNA シーケンサーを活用してゲノム情報を利用した利用菌株自身の

安全性評価手法と生態系影響評価を実施するための網羅的な微生物解析手法を開発し、バ

イレメ指針への適合にかかる労力とコストを低減する標準的技術を提供する計画である。

また、網羅的な微生物解析手法を駆使して環境での微生物利用に関わる安全性への懸念に

答え得る科学的な知見を収集して、微生物の環境利用に関わる安全性への懸念を払拭する

道筋をつけることも予定している。さらにバイレメ指針適合菌自体の開発と提供も計画し

ている。開発する評価・解析手法やバイレメ指針適合菌は 24 年度以降に実施する汚染現場

における実証試験を通じて実用性を高め、民間に提供する。本事業の成果による技術的障

壁の解消と社会的受容性の確保により、指針適合菌を利用しやすい環境を創出してバイオ

オーグメンテーションの活用を飛躍的に促進し、多くの民間企業がバイオレメディエーシ

ョンの事業化を活発化させることが期待される。 
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４－２ 波及効果 
４－２－１ 「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開

発」新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ 

①土壌の全シアン含有量分析方法開発の波及効果 
・全シアン含有量分析の操作に掛かる操作者の拘束時間を憂慮して開発された「土壌連続

分析方法」を他の汚染物質の土壌溶出量または含有量分析方法への応用。 
 
②シアン分解菌のスティミュレーション技術およびオーグメンテーションの技術波及効果 
・シアンをバイオレメディエーションで浄化可能な技術確立により、シアン汚染の潜在的

な浄化重要の掘り起こしに繋がる。 
・ 油、VOC の汚染物質の分解菌のオーグメンテーション技術（分解菌分離、培養、当該地

への投入など）への応用。 
 
③混練工法の開発の波及効果 
・ 注入工法の適用が困難な汚染サイトにおいて、バイオ栄養剤または不溶化剤の対象範囲

への投入工法としての応用。 
・ 油、VOC の汚染物質の浄化工法、不溶化工法として混練工法の応用。 
 

 

４－２－２ 「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」土壌

修復ラジアルウェル技術研究組合 

 要素技術は、それぞれ単独でも利用が可能であり、実用化可能な段階まで到達している。 
①ラジアルウェル技術 

小口径ラジアルウェル技術は、VOC の処理技術としても適用できるほか、山岳地の地滑

り対策など防災技術としても応用することが可能である。 
 
②土壌からの脱着技術 
本研究プロジェクトで技術改良を行った土壌からの汚染物質の脱離に効果的な洗浄方法

や抽出剤は、原位置洗浄用のみでなく、場外における土壌洗浄技術においても適用が可能

である。これにより効率的かつ低コストで難処理汚染土壌を処理することが期待できる。 
 
③重金属の吸着および凝集沈殿処理技術 
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改良した技術を廃水処理、土壌処理に応用し実用化を開始した。技術改良を行ったホウ

素処理技術は、産業用の排水処理技術として実用化できておりており、メッキ業、ほうろ

う産業、金属再生業等の様々な分野における排水処理技術として適用可能である。 
重金属吸着技術を土壌処理等に応用し、アジア地域における環境浄化、東日本大震災に

より生じた環境汚染の浄化等でも実用化したい。 
 
④モニタリング井戸 

地下水の採取によるモニタリングだけでなく、薬剤の注入などの工法にも 応用できる

と考えられる。 
また、本プロジェクトが対象としている土壌は、透水係数が５×１０－５ｍ/ｓ以上の砂層

ないしシルト混じり砂層で、地震時に液状化が生じやすいサイトが多い。汚染処理終了後

に、井戸孔に砂利を充填することで、遮水壁と相まって、確実な液状化対策済みサイトと

することができる。 
 
⑤遮水壁 
遮水壁は、単独でも原位置封じ込め工法となることから、有害重金属が流出入しない対

策だけでよいとする事業にも適用可能であり、例えば、放射能汚染物質の中間貯蔵施設や

最終処分場への適用も考えられる。 
 

 

４－２－３ 「低コスト原位置電気修復技術の研究開発」（株）島津製作所 

汚染現場において一旦掘削した土壌を、その場に設置された土壌浄化槽に投入して、電

気修復技術を使って汚染土壌から重金属の回収を行うオンサイト土壌浄化手法（バッチ式

土壌浄化法）への技術応用が期待できる。 
有用重金属を含む廃土・廃鉱山土壌などから、従来の技術に比べて低コストでの金属回

収方法への転用が期待できる。 
カドミウムで汚染された圃場において、土壌を掘り出すことなくその場でカドミウムを

回収し土壌を浄化する技術への転用が期待できる。 
 

 

４－２－４ 「次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研

究開発」国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人岐阜大学 

①ブラウンフィールド問題の解消による日本経済の活性化 

本事業終了時には、バイレメ指針を適合させるための標準的な安全性評価手法の確立、

バイレメ指針に適合した分解菌の整備等のバイオレメディエーションに係る一連の基盤が

整備される。これにより、バイレメ事業者がバイオオーグメンテーションを実施する上で
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大きな障害となっている「バイレメ指針」の適合審査の費用・労力が軽減される。さらに、

本研究で開発された先進的な遺伝子技術を利用したモニタリングにより、最も正確にバイ

レメ実施時の微生物生態系影響評価を行うことが可能になり、バイレメの有効性や安全性

に係わる科学的な知見が蓄積される。これらにより、バイオオーグメンテーションの本格

的な実施に際して大きな障害となっている社会的受容性（パブリックアクセプタンス）の

向上・確保も進み、バイオレメディエーションの普及が進むと期待される。バイオレメデ

ィエーションが様々な実汚染サイトにおいて徐々に実施されるようになれば、汚染地域

（150 兆円、44 万 ha 規模）注 1 の新たな有効活用や資産価値の上昇による間接的な経済効果

が期待される。 

注１）出典：「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について（中間とりまとめ）」 環境省 

2007 年 4 月 

 

②他の環境バイオテクノロジー分野への波及効果 

本事業の成果により、微生物の生態系への影響評価に係わる正確で信頼性のある評価手

法が確立される。この結果、環境中での微生物利用に係わる安全・安心が確保されて国民

の理解が進み、廃水・廃棄物処理や資源の回収や再利用などの他の分野おける微生物の環

境利用促進に繋がると予想される。 

さらに、環境中における遺伝子レベルでの微生物生態系評価技術は非組換え微生物のみな

らず、遺伝子組換え微生物にも適用が可能である。そのため、本事業の成果はカルタヘナ法

における遺伝子組換え微生物の第一種利用に係わる評価・検出技術にも転用でき、遺伝子組

換え微生物の第一種利用に道をひらく技術になると期待される。 

 

③新規産業の創出 

現在、アジア諸国でも日本と同様に土壌・地下水汚染問題が表面化しており、日本より

深刻なケースも見られる。我が国の浄化技術をアジア諸国で活用するチャンスは大いにあ

ると考えられ、経済的な事情から低コストのバイオレメディエーションが利用されると予

想される。特にバイオオーグメンテーションではバイレメ菌自体の能力やモニタリング技

術が重要であり、国際競争力の高い独自の技術を構築することにより、輸出産業として日

本経済に貢献出来ると期待される。 

 本研究で開発される微生物のモニタリング技術ならびに蓄積される知見は、他の食品衛

生・臨床微生物検査・環境微生物分野における有害菌の検出等に活用することが可能であ

る。幅広い分野で分析機関等に利用されると期待される。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 
５－１ 研究開発計画 
５－１－１ 「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開

発」新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ 

本開発は、平成 22 年 10 月から平成 23 年 3 月までは NEDO との共同研究、平成 23 年・

24 年は経済産業省から補助金を受けて実施しており、シアン汚染サイトのあらゆる地層・

土質に適したバイオ技術による浄化工法の開発を目的としている。 
初年度から 3 年目までは室内レベルでの個別要素技術を確立して行き、3 年目から 5 年目

の最終年度にかけて実証レベルでの性能確認を行う予定である（表 1）。 
全シアン含有量分析方法の開発計画は初年度で基本技術を開発し、2 年目で様々な土壌へ

の適用性確認による技術のブラッシュアップとし、計画通りの成果を挙げた。 
シアン分解菌の研究は、初年度と 2 年目で在来菌によるシアンの分解を室内レベルで確

認し、3 年目で分解菌の分離・培養を行うと計画設定しており、予定通り進捗して要素技術

として確立した。4 年目、5 年目は在来菌によるシアンの分解および分解菌の投入を現場実

証レベルで確認する計画である。 
地層・土質に応じた工法の研究は、初年度と 2 年目で混練仕様の決定、混練の性能評価

手法の検討を行う計画とし、3 年目から実証レベルでの施工仕様の確認を計画しており、予

定通り進捗して要素技術として確立した。5 年目の最終年度ではオーグメンテーションの実

証試験を計画しており、性能確認を行うと共に技術的課題について対応を行う位置付けと

している。 
 

表 1. 研究開発計画 
（シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開発） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

全シアン含有量分析方法の確立

地層・土質に応じた工法の研究
　（混練仕様、混合評価）

シアン分解微生物の研究
　（シアン分解菌の特定・分離、培養）

　（栄養剤・シアン分解菌投入量評価）

複合汚染対策の研究

　（PAH土壌からシアンを溶出させる方法）

　（嫌気性バイオによる浄化方法）

　（嫌気性油分分解菌によるシアン分解法）

嫌気性試験 分離・培養

技術確立 ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ

嫌気性試験

ｵｰｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ

実証試験
ミニプラント試験

室内試験 実証試験

実証試験

室内試験 室内試験
実施工機による

混練試験

混練工法

実証試験

分離・培養 分離・培養
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５－１－２ 「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」土壌

修復ラジアルウェル技術研究組合 
本開発の研究開発計画は下記の表 2 に示す通りである。 

表 2. 研究開発計画 
（ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発） 

 
H.22 基礎検討 H.23 要素技術の開発 H.24 要素技術の確立 

１．基盤支援技術 
①各要素技術の課題把握 

 
→各要素技術の改良支援 

 
→システムのコスト把握等 

２．配水循環システム 
①小口径化の課題抽出 
②飽和不飽和流の解析モデ

ルの構築と簡易浸透流試

験装置の試作・実験 

 
→小口径での施工方法検討 
→飽和不飽和流の数値計算

解析と浸透流試験装置の

製作・実験 

 
→施工方法の選定手法確立 
→水平集配水管の基本スペ

ックの確立と実証試験フ

ィールドへの適用性検討 
３．土壌からの脱着法 
①模擬汚染土の試作と攪拌

平衡系での基礎脱着試験 

 
→飽和不飽和溶出挙動把握

と脱着剤の特性評価（鉛） 

  
→ 同左 
（ヒ素、ホウ素、フッ素） 

４．重金属の吸着処理 
①吸着剤の検討・試作 
②沈殿処理剤の調査・検討 
③既存水処理システム調査 

 
→吸着剤の仕様決定 
→沈殿処理剤の仕様決定 
→ベンチスケール装置設計 

 
→吸着剤の改良・改善 
→沈殿処理剤の改良・改善 
→実証試験用装置の設計 

５．原位置モニタリング 
①既存井戸工法の調査・検討 

 
→細径鋼管採用と施工試験 

 
→同左（斜め施工の再試験） 

６．遮水壁 
①既存遮水壁の調査・検討 

 
→仕様工法と使用材料決定 

 
→施工試験と実性能の確認 

 
 
５－１－３ 「低コスト原位置電気修復技術の研究開発」（株）島津製作所 

本研究開発で設定された目標は、 

①（浄化電力量目標）対象土壌 1m3あたり 1,500kWhの電力を使用して、対象重金属につい

て土対法における含有量基準値の 3倍濃度の汚染土壌、また溶出量基準値の 10倍程度の

汚染土壌について、それぞれを基準値以下に浄化すること 

②（処理コスト目標）処理コストは掘削除去による平均的な処理コスト（50,000円／m3）

の半額程度（約 25,000円／m3）とする。 

の二つである。 



 

259 
 

前述②の目標の達成のために、①で規定された浄化電力量の目標達成のための技術項

目：A（主として浄化電力量コストの削減に関するもの）、それ以外の浄化設備コストなど

付帯的なコスト削減のための要素技術項目：B の研究開発が必要である。A ならびに B そ

れぞれの個別研究項目とスケジュールを表 3 に示す。 
 
表 3 個別研究項目とスケジュール（低コスト原位置電気修復技術の研究開発） 

  H22年度 H23年度 H24年度 

A 電気修

復法に

おける

汚染物

質の浄

化効率

の向上

と最適

条件の

確立 

①模擬汚染土壌を対象とした電力量を最小化

する土壌 pH、電解液 ECの最適化 

  

 ②実汚染土壌を対象とした電力量

を最小化する土壌 pH、電解液 ECの

最適化 

 

③汚染土壌の物理化

学的特性解析と浄化

効率への影響評価 

   

④電気修復法におけ

る浄化メカニズムと

浄化効率向上に関す

る研究 

   

 ⑤印加電圧パルス化による浄化効

率の向上 

 

 ⑥電解水添加による浄化効率の向

上る研究 

 

  ⑦原位置浄

化試験によ

る実証試験

の浄化条件

決定 

 

B 電気修復法に使用する電極・井

戸の最適化に関する評価検討 

  

汚染現場における汚染分布領

域の特定技術の確立 

  

低コスト電力（自然エネルギー

等）の活用の検討 

  

A+B     実証試験の実施

と目標浄化コス
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トの検証 

 
 なお、研究項目の実施について、以下のとおり、平成 22 年度はその一部を再委託先の産

業技術総合研究所ならびに山口大学が担当した。平成 23 年度以降については、全て島津製

作所が担当した。具体的な研究内容については、前述の『個別要素技術の成果』に記載し

たとおりである。 
 
表 4 平成 22 年度の研究項目と実施者（低コスト原位置電気修復技術の研究開発） 
研究項目 実施者 
模擬汚染土壌を対象とした電力量を最小化する土壌 pH、電解液 EC

の最適化 

島津製作所 

汚染土壌の物理化学的特性解析と浄化効率への影響評価 
島津製作所 
産業技術総合研究所 

電気修復法における浄化メカニズムと浄化効率向上に関する研究 
島津製作所 
山口大学 

汚染現場における汚染分布領域の特定技術の確立 
島津製作所 
産業技術総合研究所 

 
 
５－１－４ 「次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研

究開発」国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人岐阜大学 
バイオレメディエーションの事業化に際しての大きな障害として、環境での微生物利用

に関わる安全性への懸念（社会的受容性の低さ）と浄化に時間がかかること（技術的課題）

があげられる。浄化に時間がかかる＝浄化効率が上がらない場合には、外部から浄化能力

に優れた微生物を導入するバイオオーグメンテーションが効果を発揮するケースが知られ

ているが、微生物の環境利用にかかわる安全性への懸念が増すことから敬遠される傾向に

ある。そこで、導入する微生物の安全性を確認する｢微生物によるバイオレメディエーショ

ン利用指針（バイレメ指針）」が設けられている。しかし、バイレメ指針に適合させるため

には、病原性、分解経路を含む分解特性、微生物を導入することによる生態影響などにか

かわる知見の収集は容易でなく、バイレメ指針への適合にかかる労力とコストが更なる課

題となっている。具体的には、病原性判定にかかわる動物実験に大きなコストがかかる上

に正確で信頼性の高い生態系影響評価手法が確立されておらず様々な実験を実施する必要

がある。このためバイレメ指針適合菌株の数は限られており、所有する事業者が独占的に

使用する状況にある。また、環境中の微生物にかかわる正確で信頼性の高い知見が得られ

ないことから十分な社会的受容性が認められず、バイオレメディエーション、特にバイオ

オーグメンテーションの実施において、地元の理解が得られないといった状況が見られる
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こともある。本事業ではこれらの課題を解決して次世代バイオレメディエーション＝バイ

オオーグメンテーションの普及を図るものであり、上述の課題を解決するため以下の研究

開発を実施する。 

1. 病原菌にかかわる精密な分類指標と病原性遺伝子の情報を収集してデータベース化

することにより遺伝学的な病原性判定法を確立し、動物試験なしで利用微生物の病原

性判定を可能にする。（研究開発項目①. バイオレメディエーションのための標準微生

物の確立： ①-1. 微生物の安全性評価のための情報基盤の開発） 

2. 複数の優れた浄化能力を備えた微生物をバイレメ指針に適合させて頒布し、バイレメ

指針適合を行う余裕のない事業者でもバイオオーグメンテーションを実施できるよ

うにする。（研究開発項目①. バイオレメディエーションのための標準微生物の確立： 

①-2. 標準微生物の確立） 

3. 最新の次世代 DNA シーケンサーを用いて環境中の微生物叢の網羅的把握を行い、生態

系の変動を代表する指標菌の把握や利用微生物や指標菌のモニタリング手法の確立

を行い、精密で信頼性の高い生態系影響の評価手法を開発する。（研究開発項目②. 多
種微生物群の包括的解析技術の開発） 

4. 次世代DNAシーケンサーを用いて環境中の微生物叢にかかわる精密で信頼性の高い知

見を収集し、有害菌の有無や挙動を正確に把握して情報提供し、バイオレメディエー

ションにおける安全性への懸念を取り除く。（研究開発項目②. 多種微生物群の包括的

解析技術の開発） 

さらに、事業期間後半では実汚染現場における実証試験（研究開発項目③「生態系への

総合的影響評価手法の開発」）を実施することにしており、開発する手法や技術及び微生物

を洗練させて実用性を高め、使える手法・技術・微生物として一般の事業者に提供できる

ようにする。以上の研究開発項目を図１に示すスケジュールで実施し、得られる成果によ

りバイオレメディエーション、特にバイオオーグメンテーションの普及にかかわる障害の

多くが除かれると期待される。 
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図１ 研究開発スケジュール（次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオ

システムの研究開発） 
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５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 

本研究開発事業は、公募による選定審査手続きを経て、以下の４つの個別要素開発事業

を採択した。 

①「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開発」 

新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ 

 ②「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」 

土壌修復ラジアルウェル技術研究組合 

 ③「低コスト原位置電気修復技術の研究開発」（株）島津製作所 

 ④「次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発」

国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人岐阜大学 

個別要素技術開発ごとにプロジェクトリーダーを設置するとともに、研究開発を推進する

ための技術検討委員会（委員長：指宿堯嗣）を設置した。全体の研究開発実施体制は図 1

に示す通りである。また、各個別要旨技術開発の実施体制は５－２－１～５－２－４に示

す。 

 

 

 

図 1．研究開発実施体制（全体） 
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５－２－１ 「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開

発」新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ 
本個別要素開発事業は、選定審査手続きを経て、新日鉄住金エンジニアリング㈱（当時

名称）、大阪ガス㈱、㈱不動テトラが経済産業省からの補助金交付を受けた。 
研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダー（新日

鉄住金エンジニアリング㈱ 福永和久）を設置した。研究開発実施体制は図 2 の通りであ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2．研究開発実施体制 

（シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開発） 
 
５－２－２ 「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」土壌

修復ラジアルウェル技術研究組合 

 本研究開発は、公募による選定手続きを経て、土壌修復ラジアルウェル技術研究組合が、

経済産業省の補助金を受けて実施している。  
技術研究組合は、下図のごとく早稲田大学よりの個人組合員３名と企業組合員５社で構

成し、早稲田大学の松方正彦（教授）がテーマリーダーとして、研究開発全体を統括する

体制としている。 
 
 
 
 
 
 

経済産業省 

新日鉄住金エンジニアリング㈱ 

大阪ガス㈱ 

㈱不動テトラ 

プロジェクトリーダー 

新日鉄住金エンジニアリング㈱ 

福永和久 

補助 
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図 3．研究開発実施体制 

（ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発） 
 
 
５－２－３ 「低コスト原位置電気修復技術の研究開発」（株）島津製作所 

本研究開発は、株式会社島津製作所が経済産業省からの補助金を受けて実施した。 

研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダー（株式会

社島津製作所 秋田 憲）を設置するとともに、研究計画、成果への助言のため、技術検

討委員会を設置している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4．研究開発実施体制 

（低コスト原位置電気修復技術の研究開発） 

経済産業省 

補助 

土壌修復ラジアルウェル技術研究組合 
 
 

組合員（配水循環システム） 
日本国土開発株式会社 

組合員（土壌からの脱着法） 
DOWA エコシステム株式会社 

組合員（重金属の吸着処理） 
株式会社 AZMEC 

組合員（原位置モニタリング） 
アキュテック株式会社 

組合員（遮水壁） 
株式会社ホージュン 

テーマリーダー 
・所属  早稲田大学理工学術院  
・役職名 教授  
・氏名  松方 正彦  

組合員（個人３名、研究統括） 
学校法人早稲田大学 

研究開発実施機関 株式会社島津製作所 
（プロジェクトリーダー：秋田 憲） 

技術検討委員会 経済産業省 

補助 



 

266 
 

 
５－２－４ 「次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研

究開発」国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人岐阜大学 
本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、3機関（他共同実施先 2機関、再委託

先 1 機関）が経済産業省からの委託を受けて実施している。バイオレメディエーションの

実施には、学術的な要素の高い基礎基盤技術開発のみならず、それを現場に適用するため

の応用技術が必要であることから、それぞれの分野をリードする大学、研究機関、企業か

ら構成された研究チーム構成を取っている。 

研究開発実施に当たっては、事業を総括するためのテーマ－リーダーとして本分野での

優れた実績を有するテーマリーダー（福田 雅夫 長岡科学技術大学教授、環境バイオテ

クノロジー学会会長）を設定するとともに、外部有識者からの意見を取り入れて、研究計

画ならびに方針を検討するために技術検討委員会（2 回/年）を開催している。さらに、テ

ーマリーダー主導のもと、技術検討会の前後に全実施機関の参加による会合を年 4 回程度

開催し、各グループでの進捗報告と技術の共有を行うことで、連携の強化に努めている。

下記に実施体制図および各研究機関の役割分担を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．研究開発実施体制 

（次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発） 
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役割分担 

研究開発項目①「バイオレメディエーションのための標準微生物の確立」 

H22～26年度 

①-1. 微生物の安全性評価のための情報基盤の開発  

a) 有害菌のドラフトゲノム解析と指標遺伝子の特定（NITE） 

b) 指標遺伝子を利用した病原菌特定方法の開発 (岐阜大) 

c) 有害菌データベースの作製 (岐阜大、NITE) 

H22～23年度 

①-2. 標準微生物の確立（バイオオーグメンテーション実施環境の整備） 

a) 好気性分解菌の収集、培養、同定、保存 （長岡技大、NITE） 

b) 嫌気性分解菌の収集、培養、同定、保存 （産総研、NITE） 

c) 収集分解菌の分解特性解析および選抜 （長岡技大） 

d) 分解菌のゲノム解析 (NITE) 

e) 選抜した分解菌の指針適合 （長岡技大） 

f)  定量PCR法によるバイレメ利用株を簡便に定量する手法の開発 （産総研） 

g) 標準菌株（指針適合株）の保存 (NITE) 

 

研究開発項目②「多種微生物群の包括的解析技術の開発」 

H22～24 年度 

a) 実験室レベルでのバイレメ実験（東大） 

b) 実汚染現場におけるバイレメ実験（大成建設） 

c) 次世代型シーケンサーによる塩基配列解読 (NITE) 

d) メタシーケンス配列解析による指標微生物の特定（東大、産総研、NITE） 

e) 定量PCR法による指標微生物群の定量的モニタリング手法の開発 （産総研） 

f) 環境メタトランスクリプトーム解析（産総研） 

（H25～26年度実施） 

g) 生態系影響評価標準的プロトコールの作成（東大、産総研） 

h) プロトコール実施のための核酸標準物質の整備（産総研） 

 

研究開発項目③「生態系への総合的影響評価手法の開発」 （H25～26 年度実施） 

a) バイオオーグメンテーション実証試験（大成建設） 

b) 導入菌株の挙動モニタリング標準的手法の確認と最適化および分解活性の維持

（長岡技大、産総研）  

c) 指針適合株の維持、管理、保存方法の検討（長岡技大、NITE） 

d) 生態系影響評価モニタリング標準的手法の確認と最適化（東大、産総研、NITE） 
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５－３ 資金配分 
本技術開発は平成２３年度から平成２６年度までの４年間の委託・補助事業である（平

成２２年度においては NEDO 委託・共同研究事業として実施）。平成２３年度から平成２６

年度までの技術開発資金度配分表を表 1 に示す。資金配分については各個別要素技術開発

を遂行するのに必要な資金をそれぞれ配分している。平成２３年度の研究開発の実施にお

いて予算執行率はほぼ 100%であり、予算の過不足はない。 

 

 表 1．土壌汚染対策のための技術開発資金度配分   （単位：百万円） 

年度 平成 ２３ ２４ ２５ ２６ 合計 

シアン汚染土壌の飽和・不飽和

原位置バイオレメディエーショ

ンの研究開発 

35 41 59  59 194 

ラジアルウェルを活用したパッ

シブな新規土壌修復技術の研究

開発 

25 28 41 41 135 

低コスト原位置電気修復技術の

研究開発 

14 20 0 0 34 

次世代バイオレメディエーショ

ン普及のためのセーフバイオシ

ステムの研究開発 

47 90 79  80  296 

合計 121 179 179 180 659 
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５－４ 費用対効果 
５－４－１ 「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開

発」新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ 

平成 22 年 10 月から平成 23 年 3 月までは NEDO との共同研究、平成 23 年・24 年は経

済産業省から補助金を受け、これまで全シアン含有量分析方法の開発、シアン分解菌の分

離・培養、混練仕様の決定等、室内レベルでの検討を中心に各要素技術の開発を行ってき

た。平成 24 年度においては、実証レベルでのスティミュレーション試験として、土槽によ

る原位置浄化試験を行い、嫌気条件での全シアン含有量の低減を確認している。 
これらの成果により、シアン汚染土壌の原位置バイオスティミュレーションの浄化技術

の実施の見通しがたつとともに、浄化措置後の適切なモニタリング技術を完成させたと言

える。 
平成 23 年度から室内レベルでシアン分解菌の分離・培養などで一定の成果を得ており、

オーグメンテーション技術として活用できる程度の成果であった。今後は、土槽レベル、

現場レベルに適用範囲を拡大して性能確認に取組んでいく。 
あらゆる土質・地層への適用技術として、砂質土では既存の注入工法による適用となる

が、透水性が悪いシルト・粘土質に対しては混練工法が最も有効である。混練工法は、地

盤改良機を利用する技術であり、軟弱地盤の改良・固結の技術は整備されていた。汚染物

質の浄化の面では、栄養剤の混合性能の評価方法が必要であったが、本開発で確立した。 
本開発の対策費用は、VOC に対するバイオレメディエーションの原位置浄化費用の 2 万

円/m3と同程度と試算される。従来の汚染土壌の掘削除去費用は参考値として 5 万円/m3と

されており、約 40%安価にできることが本開発のコストメリットである。 
石炭ガス工場跡地対策として、豊洲の石炭ガス工場跡地では 100 万 m3のシアン汚染土壌

を掘削除去する計画がある。仮に国内の石炭ガス工場跡地が豊洲並みに汚染されていると

仮定すると、800 万 m3のシアン汚染土壌が存在することになる。この汚染土壌を全て掘削

除去すると 4,000 億円の費用が掛かるが、原位置浄化を 2 万円/m3で適用すれば 1,600 億円

に低減でき、石炭ガス工場跡地だけで 2,400 億円の費用効果が得られる。石炭ガス工場は

広大な敷地であるため、浄化費用の低減により土地の流動の活発化が期待され、さらに、

地域活性化の促進に繋がると考えられる。 
また、国内には 2,000 社以上のメッキ工場があり、そのほとんどが中小企業である。こ

れら工場では、設備老朽化によるシアン浴槽の漏洩等に起因する土壌汚染の潜在が懸念さ

れる。中小企業や操業中工場では、①経済事情による制約（高価な対策費用）、および、②

物理的な制約（建屋等の制約）によって、汚染浄化対策に着手できないでいた。これら制

約に対して、掘削除去安価な原位置浄化技術の確立は、中小企業や操業中工場の自主対策

を促進するものとなり、操業中から早期に将来のリスク低減に向けた浄化対策を促すこと

に繋がる。 
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５－４－２ 「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」土壌

修復ラジアルウェル技術研究組合 
システム全体としての費用対効果は、２，０００ｍ２程度（４～５件）の施工を実施すれ

ば、現状でも開発に要した費用は十分回収可能である。 
それとは別に、４－２－２の波及効果に記したごとく、各要素技術とも、それぞれの分

野での波及効果が十分期待できる状況である。 
とりわけ、重金属の吸着および凝集沈殿処理技術は、平成１３年に施行された水質汚濁

防止法の一律排水基準で、暫定規準のままとなっていて平成２５年７月見直し予定のホウ

素、フッ素、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素のうちのホウ素処理の経済的な技術として寄与で

きるものとして、おおいに期待されている状況となっている。 
また、東日本大震災により生じた環境汚染の浄化（放射性物質を含む重金属類の廃水処

理、不溶化処理）等に対し、実用に供し得る状況となっている。 
 
５－４－３ 「低コスト原位置電気修復技術の研究開発」（株）島津製作所 
 土壌環境センターに集計された平成 22 年時の受注金額ベースでは、汚染土壌浄化対策の

全体市場が約 1,000 億円、そのうち重金属類の対策市場が約 400 億円であり、今後とも市

場はほぼこの規模で横ばいに推移すると思われる（環境対策企業からのヒアリングによる）。 
 現状では、重金属類の対策手法は 9 割以上が掘削除去法によるものであるが、土壌汚染

対策法の改正に伴い、今後は汚染土壌を（元の場所から）他所へ移送することなく、でき

る限りその場で対策すること（原位置浄化もしくはオンサイト浄化）の需要が増加してい

くことと思われる。 
 以上から、重金属汚染土壌の対策手法として、今後は原位置浄化手法が徐々に市場を獲

得していくと予想され、今回の低コスト電気修復法は、大規模な土木工事を伴わず、掘削

除去法を適用しにくいサイトなどでの採用と新たな市場拡大が期待できると考えている。 
 
５－４－４ 「次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研

究開発」国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人岐阜大学 

 本プロジェクトでは次世代シーケンサーを駆使して遺伝子配列を武器に微生物の安全性

の評価や微生物の導入による生態影響評価を行う技術を開発する。目覚ましい次世代シー

ケンサーの開発競争の結果、土壌や地下水などの環境 DNA 試料から増幅した特定遺伝子を

従来の技術では到達不可能な精度にて網羅的に解析することが可能になっており、本事業

の実施計画では従来の技術に比べて圧倒的な費用対効果が期待できる。実際に、バイレメ

現場の微生物叢解析において、極めて精密かつ詳細な微生物叢解析結果が得られている。 

現在の環境汚染を全て浄化するには 13.3 兆円の費用がかかると見積もられており（土壌環

境センター）、その内、VOC の浄化には 1 兆円の市場規模が見込まれている（日本総研）。
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バイオレメディエーションは環境汚染浄化に用いられる技術のおおよそ１割を占めており、

バイオレメディエーションが VOC の原位置浄化の有力な方法であることを考慮すると、

VOC の浄化におけるバイオレメディエーションの市場規模は少なくとも 1 千億円超と見積

もられる。本事業は VOC のバイオオーグメンテーションを直接の対象としているが、生態

影響評価手法の開発や微生物の環境利用における社会的受容性の確保など、バイオレメデ

ィエーション全体に大きく貢献するものである。VOC の浄化にかかわるバイオオーグメン

テーションを活用した市場（1 千億円超）の掘り起こしだけでなく、バイオオーグメンテー

ション活用の場（1.3 兆円）を拡大すると期待される。したがって、本事業に投下される費

用（4.5 億円）に対し、本事業の波及効果が期待される市場は少なくとも 200 倍、最大 3,000

倍超が見込まれ、費用対効果は十分に大きいと考えられる。 
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５－５ 変化への対応 
５－５－１ 「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開

発」新日鉄住金エンジニアリング（株）、大阪ガス（株）、（株）不動テトラ 

平成 21 年に改正土対法が施行されてから、掘削偏重の浄化対策には一定の成果が見られ

ている。（社）土壌環境センターの「「土壌汚染状況調査・対策」に関する実態調査結果」

によると、平成 20 年頃まで土対法対応、ならびに、法対応以外の自主対策ともに掘削除去

による対策は約 70～80%行われていたが、平成 23 年には掘削除去は法対応で 315 件中の

約 60%、法対応以外の自主対策では 2,150 件中の約 27％まで低下しており、原位置浄化ま

たは汚染の摂取経路の管理といった、土地所有者への負担が少ない対策実施へと状況変化

している。 
本開発は、操業中の工場や企業の自主的な対策を促進するために、既存の工法より安価

な浄化技術を開発することを目的としている。先述の法改正による対策内容のシフトは、

本開発目的が市場ニーズに沿ったものであることを示している。 
 
５－５－２ 「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」土壌

修復ラジアルウェル技術研究組合 
  東日本大震災で生じた諸々の環境汚染に対しては、前述したごとく重金属の吸着および凝集

沈殿処理技術を応用して、（放射性物質の吸着処理も含め）実用に供しうる状況までになっ

ている。また、ベントナイト遮水壁は、中間貯蔵施設等への適用が期待されている状況で

もある。 
さらに、産業の国際化、中国、韓国産業の成長、急速な円高等により国内工業においては経済

情勢が大きく悪化している。このため、土壌処理技術についても一層の経済性が求められている。 

重金属の吸着および凝集沈殿処理技術に関しては、水処理設備を必要期間リースする形態等

を考慮し、ユーザーの設備投資を抑制する対策などを検討している。 

 
５－５－３ 「低コスト原位置電気修復技術の研究開発」（株）島津製作所 

 平成 22 年を境として、土壌汚染対策法改正の影響もあり、要処置区域等指定区域の件数

は急激に増加してきた（平成 22 年 4 月：約 380 件→平成 24 年 9 月現在：約 700 件）。 
 たとえば操業中の工場敷地における汚染土壌の対策として、将来の工場の立替時期ある

いは操業停止しての土地の転売時期を待たずに、操業中から（低コストで徐々に）浄化対

策を実施していくことがますます望まれている。 
 今回の研究開発について、当初は平成 22 年度から 5 年間の研究期間を予定してスタート

した。しかし、汚染現場毎に予備的な浄化試験によって土壌浄化条件を決定していく必要

がある電気修復法においては、前半の 2 年間で獲得した基礎的な土壌浄化の効率向上の要

素技術を応用して、3 年目に実証試験に移行し、その成果をもとに研究段階から実際の市場
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参入へと移行したうえで、個別に応用技術の改良を重ねていく方が、事業化への早道であ

ると判断した。 
 したがって、補助事業による研究開発は目標を 3 年で達成して完了とし、翌年度以降は

実際の引合い案件について対応しながら 2 年後の本格事業化をめざす。 
 
５－５－４ 「次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研

究開発」国立大学法人長岡技術科学大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人岐阜大学 

当初は汚染現場の試料から TCE 分解菌を集積・選抜することに集中していたが、分解菌

が取得できる効率が低いため、芳香族化合物等分解菌や既往の保存菌株など選抜材料を多

様化させて優れた特性をもつ多様な分解菌を得ることができた。生態系影響評価において

は西日本における 1 箇所のバイレメ現場に集中して解析を進めてきたが、東日本で同様な

解析を実施可能なバイレメ現場が生じたことを捉え、2 箇所で解析を実施する計画に変えつ

つある。複数の現場を解析することにより、結果を一般化できるかどうかの判断が可能に

なる。 
平成 23 年度にバイレメ指針の解説の改訂が進められ、バイレメ指針適合審査において病

原性菌に近縁でない浄化用微生物では動物試験を必須としなくなった。バイレメ指針にお

けるコスト面でのハードルが低くなった形である、本事業で進める安全性評価手法の開発

の意義を問われる変化であった。しかし、病原性菌に近縁な浄化用微生物では依然として

動物試験が必要であること、さらに本来の病原性菌に含まれない日和見病原菌が注目を集

める状況があることから、本事業の安全性評価手法の開発の意義は依然として大きいと結

論され、計画の変更はなかった。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 評価 
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第３章 評価 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 
 

 本事業は、技術戦略マップの目標に明確に位置づけられている。さらに、土壌汚染対策

法の一部改正に伴う付帯決議の内容にも直接呼応するものでもあり、政策的な意義も明確

である。土壌汚染は国内で数多く報告されており、この対策は不可欠である。現状、汚染

浄化には多大な費用を要することから、安価な浄化技術の実用化や事業化に向けて、国と

して対策を講じることが必要である。 

本事業は、委託と補助の二つの方法で実施されており、官民の役割との関係で適切な実

施方法と言える。さらに、本事業で開発する各個別要素技術には国内初の取組みも散見さ

れており、新規性・先進性が十分感じられる。 

 なお、技術の実用化のためには、「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」と「Ｖ

ＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発」の２つのテーマで得られた成果を

有機的に結び付けるスキームについても考慮することが望ましい。 

 

【肯定的意見】 

・（Ａ委員）土壌汚染対策は経済産業省の技術戦略マップにも明記され、その技術開発や

評価に関しては国として実施すべき重要な課題である。土壌汚染対策法の改正でも、付

帯決議として未然防止のための技術開発の重要性が指摘されているところである。 

・（Ｅ委員）本事業は、技術戦略マップの中の目標の中に極めて明確に位置づけられる。

さらに土壌汚染対策法の一部改正に伴う付帯決議の内容に直接呼応するものでもある。

したがって政策的な意義も明確である。土壌汚染対策法施行以来、問題が顕在化してい

た事柄に対する施策であり、国として対策を講じるべきものである。各要素技術の中で

も、既往技術の国内への適用といった技術の実装に関するものから、世界的にみても学

術的にまだ定説のない生態系影響評価まで、実用性を重視したものから新規性、先進性

の高いものまで含まれている。いずれも、現時点で実施可能なもの、実施すべきものが

集められている点も評価できる。 

・（Ｄ委員）土壌汚染は国内で数多く報告されており、この対策は不可欠である。浄化に

は多大なコストを要しており、浄化を進めるためには、低コストの技術開発が必要であ

る。また、環境対策は、一般的に商業化には馴染まないため、国の関与が必要である。

このような背景から、本事業目的は妥当である。 

・（Ｆ委員）「バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開

発」は、バイオオーグメンテーション普及のためのブレイクスルーになりうる意義のあ

る研究開発であり、民間企業だけでは実行困難なものであるものと考えます。 



276 
 

・（Ｃ委員）安価な土壌汚染対策を求める中小企業に応える政策と言える。 

・（Ｆ委員）「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」の研

究組合には中小企業も含まれており、中小企業の事業活動支援としても意義があるもの

と考える。 

・（Ｆ委員）「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開

発」は、中小企業が多い鍍金業の土壌汚染対策費用の低減に貢献しうる技術開発であり、

国の事業として適当と考える。 

・（Ｃ委員）補助金と委託事業の二つの方法で施行されていることは官民の役割との関係

で適切な実施方法と言える。 

・（Ｃ委員）国内初の取組みが散見されており、新規性・先進性が十分感じられる。 

・（Ｂ委員）(a)工場等の操業中段階からの計画的な土壌汚染対策への取り組み(原位置浄

化)は、今後も重要性を増すものと考えられ、本事業の目的はその推進に結びつくもの

である。(b)バイオレメディエーションの普及に資する安全性評価システムの構築も、

バイレメの真の実用化のためには重要である。（（a）、（b）については後述の【問題

点・改善すべき点で引用】） 

 

【問題点・改善すべき点】 

・（Ｂ委員）事業は大きく上記(a)(b)に大別しているが、技術の実用化を意識した場合に

は、両事業の成果をもっと有機的に結び付けるスキームも考慮することが望ましい。 

・（Ｅ委員）官民の役割分担についてもおおむね適切といえるが、設定された目標が達成

できる条件については、引き続き委託元、補助元である国の関与も求められる。 

・（Ｃ委員）新規技術による事業化について、中小企業との関連、例えば、新規創業･起

業及び雇用創出、地域経済の活性化等の波及性のあることも視野に入れた取り組みであ

ることを期待したい。 

・（Ｃ委員）中小企業のイノベーションを惹起するためにも新聞記事、雑誌、業界紙、中

小企業関係機関誌等への発表は一層強化して頂きたい。 
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２．研究開発等の目標の妥当性 
 「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」に関しては、定量的な数値目標が設定さ

れ、わが国で実施されている既往の技術や手法と比較して、目標設定は妥当である。特に

コストに関しては、現状の対策費（掘削除去）の半額以下となることを目指しており、実

用技術とするための目標としては明確である。一方で、現状の対策費は掘削除去のみを対

象としているが、浄化対象の汚染物質や敷地条件等によっては別の選択肢も存在し、掘削

除去とは大きく費用が異なってくる可能性が高いため、浄化の条件をある程度分類した上

で、必要に応じて別の現状技術とも比較をすることが望ましい。 

「ＶＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発」に関しては、達成すべき技

術水準が明確であり、適切な指標が示されている。 

事業実施期間の経済情勢の変化に応じた計画の修正は柔軟かつ迅速に行うことができる

体制を整えることが重要である。特に、研究開発の事業化に向けたコスト計算については

経済情勢（電力コスト等）及び環境条件の変化に応じて、柔軟に対応することが望まし

い。 

 

【肯定的意見】 

・（Ａ委員）土壌浄化対策の技術開発については、定量的な数値目標が設定され、わが国

で実施されている既往の技術や手法に対しての目標設定は妥当である。微生物浄化対策

については、達成すべき技術水準が明確であり、適切な指標が示されている。 

・（Ｃ委員）達成すべき水準（基準値）が設定されており、目標水準は明確化されている

と言える。 

・（Ｅ委員）目標設定は明確であり、一般にわかりやすいものとなっている。特にコスト

に関しては極めて明快な目標を設定している。 

・（Ｂ委員）原位置浄化技術の確立では、現状の対策費（掘削除去）の半額以下となるこ

とを目指しており、実用技術とするための目標としては明確である。 

・（Ｄ委員）対策コストを1/2以下にする技術開発，汚染物質を特定した技術など，明確

な目標とその達成すべく水準が設定されており，目標は適切である。 

・（Ｆ委員）研究開発等の目標等は適切に設定されているものと考える。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・（Ｂ委員）原位置浄化技術の確立において、対照となる現状の対策を掘削除去のみとし

ているが、浄化対象の汚染物質（単独汚染化複合汚染かを含む）、敷地条件等によって

は、別な選択肢もあり、掘削除去とは大きく費用が異なってくる可能性が高い。浄化の

条件をある程度分類したうえで、別な現状技術とも比較をすべきではないか。また、バ

イレメに関する安全性評価においても、ある程度現状の評価法との比較（コストを含

む）で目標設定をすることも重要と考える。 
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・（Ｃ委員）実施期間が単年度でなく、４年間であることは高く評価するが、その間の経

済情勢の変化に応じた計画の修正は柔軟かつ迅速に行うべきである。特に、研究開発の

事業化に向けてのコスト計算の見直し（電気料金コスト等への十分な対応）。 

・（Ｄ委員）事業化に向けての目標コスト1/2は最低限であり，もう少し目標値を高くで

きなかったのか，疑問に残る。 

・（Ａ委員）土壌汚染浄化のプロセスでは、土壌の性状や環境条件などに応じて投ずべき

費用やエネルギーに不確実な要素があるため、設定すべき目標や到達度にはある程度の

幅をもたせた方がよい。 

・（Ｅ委員）目的を単純化しすぎているために、どのような条件のもとでその目的が達成

可能なのか、という点があいまいになっている。具体的に個別要素技術について目標達

成条件を示すのは困難であるものの、多少抽象的であっても目標達成条件を示しておく

必要がある。 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 
「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」に関しては、設定した具体的な目標をお

おむね達成しており、対策コスト、浄化の効果、普及の可能性など、十分なアウトプット

が得られている。未達成の目標についてもおおむね年度内に達成できる見込みであり、順

調に成果が出ているものと評価できる。一方で、特許等権利化上の問題から成果が詳細に

示されていないものも見受けられた。単に開発している技術が有用だという点を示すだけ

でなく、技術の合理性についても可能な限り示していく必要がある。また、現時点で目標

を達成できていない部分については、確実に年度内に達成するよう期待する。 

「ＶＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発」に関しては、当初の目標以

上の成果が得られ、微生物の安全性評価に向けての指標を定める上での有益な情報を集積

していると評価できる。 

共通指標となるような論文等の発表が必ずしも多いとは言えない個別要素技術開発が

あったが、事業化や技術の普及を目指す本プロジェクトの性質を考えると問題になるもの

ではない。 

 

【肯定的意見】 

・（Ａ委員）土壌汚染対策の技術開発については、設定した具体的な目標をおおむね達成

しており、対策コスト、浄化の効果、普及の可能性など、十分なアウトプットが得られ

ている。微生物浄化対策の技術開発では、当初の目標以上の成果が得られ、微生物の安

全性評価に向けての指標を定める上での有益な情報を集積している。 

・（Ｂ委員）得られた成果はいずれも確実なものである。一部、中間報告の時点では目標

が完全に達成されていないところも見受けられたが、おおむね年度内に達成できる見込

みであり、順調に成果が出ているものと評価できる。 

・（Ｄ委員）十分に成果が得られており，目標もほぼ達している。その成果を論文等に公

表しており，達成度は妥当である。 

・（Ｅ委員）各個別要素技術開発ともに中間評価の段階での目標をほぼ達成しており、目

標の達成度としても妥当である。さらに設定された目標以外の成果も出ているプロジェ

クトもあり、総合的にみても良好な進捗状況であると判断できる。共通指標となるよう

な論文等の発表は必ずしも多いとは言えないが、事業化や技術の普及を目指す本プロ

ジェクトの性質を考えると問題になるものではない。 

・（Ｃ委員）操業中の中小企業を主な対象とする原位置浄化技術による回収率など中小企

業のニーズに応じた取組みと成果が表れている。 

・（Ｆ委員）各研究テーマとも妥当な研究成果が得られているものと考える。 

・（Ｆ委員）一部、未達成の目標もあるが、年度内に達成するめどがたっており、中間目

標は達成されたものと考える。 
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【問題点・改善すべき点】 

・（Ｂ委員）現時点で目標を達成できていない部分について、確実に年度内に達成するよ

う要望する。 

・（Ｃ委員）震災以降の国内エネルギー環境の激変を踏まえ、電気料金の値上げをより深

刻に受け止めた目標（値上げが数次に亘ること等）であることを期待したい。 

・（Ｄ委員）一部，公表できない成果が含まれており，評価が十分にできなかった。工夫

した報告が望まれる。 

・（Ｅ委員）新たな技術開発の成果において、特許等権利化上の問題から詳細が明確に示

されていないものもある。本補助を受ける上での説明責任を考えれば、単に有用だとい

う点を示すだけでなく、開発した技術の合理性についても可能な限り示していく必要が

ある。 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 
 「原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発」に関しては、基礎的な試験や現場への適

用性について十分な成果が得られ、実用化や事業化に向けての課題や実施すべきシナリオ

が明確になっている。実用化や事業化についての課題が残っている個別要素技術開発にお

いては解決方策等について、明確な道筋を立てて取り組んでいくことが望まれる。その際

には現場の制約条件や環境条件などを考慮に入れた実証試験を実施して、実用化や事業化

に向けた工学的な知見をさらに収集することが重要である。さらに、実用化のための浄化

技術のコスト試算については、サイトの特性を踏まえて、より詳細に幅を持たせて行うこ

とが望まれる。 

「ＶＯＣの微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発」に関しては、バイオレメ

ディエーションの実施に向けての基礎的な情報を整備し、バイオレメディエーション利用

指針適合審査に必要な指標が得られつつある。 

個別要素技術ごとに事業化への見通しは異なっているものの、既に中間評価段階で事業

化に取り組んでいる個別要素技術も存在するなど、全体を通じでおおむね良好な状態にあ

る。いずれの個別要素技術もある程度の市場ニーズが想定されるものであり、研究成果は

波及効果が期待されるものである。 

 

【肯定的意見】 

・（Ａ委員）土壌汚染対策技術に関しては、基礎的な試験や現場への適用性について十分

な成果が得られ、事業化に向けての課題や実施すべきシナリオが明確になっている。微

生物活用浄化技術については、バイレメの実施に向けての基礎的な情報を整備し、ガイ

ドライン適合審査に必要な指標が得られている。 

・（Ｂ委員）一部課題での開発技術は汚染サイトによっては、すでに実用化が期待できる

レベルのものとなっている。また、汚染物質の新たな測定技術、微生物の同定法や、排

水処理に転用できる浄化技術等が開発されており、他分野での派生効果が期待できる。 

・（Ｃ委員）最も難しい事業化における段階を捕まえていた中間報告（課題と解決を含

め）となっていることを評価する。 

・（Ｄ委員）実証試験が実施される予定であり，事業化に向けてのシナリオがある。 

・（Ｅ委員）個別要素技術ごとに事業化への見通しは異なっているものの、すでに中間評

価段階で事業化に取り組むプロジェクトも存在するなど、全体を通じでおおむね良好な

状態にある。 

・（Ｆ委員）「シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開

発」、「低コスト電気修復技術の研究開発」及び「バイオレメディエーション普及のた

めのセーフバイオシステムの研究開発」については事業化の際の役割分担的なものが明

確になっているものと感じます。 

・（Ｆ委員）いずれの技術もある程度の市場ニーズが想定されるものであり、研究成果は
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波及効果が期待されるものであったと考える。 

・（Ｄ委員）当研究開発技術は他国にも適用でき，波及効果に期待がもてる。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・（Ａ委員）現場の制約条件や環境条件などを考慮に入れた実証試験を実施して、実用化

や事業化に向けた工学的な知見をさらに収集することが必要である。 

・（Ｂ委員）実用化のための浄化技術のコスト試算については、より具体の現場を想定し、

サイトの特性ごとに、より詳細に幅を持たせて行う必要がある。また、対照技術につい

ても掘削除去以外の技術も想定することが望ましい。 

・（Ｅ委員）一部個別要素技術においては、事業化に向けての問題点や解決方策について

あいまいになっているものもあるため、最終報告に向けて明確な道筋を立てて取り組ん

でいくことが望まれる。 

・（Ｆ委員）「ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発」につ

いては事業化の際の役割分担が不明確であると感じた。事業化に際しては営業窓口を明

確にすることが望ましい。また、パッケージとしての土壌修復技術をアピールするため

の対外活動が必要であると考える。 

・（Ｆ委員）「バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開

発」について波及効果を高めるためには、本研究結果を反映させる形でのバイレメ指針

の改訂が効果的と考える。また、バイオオーグメンテーションに対する社会的受容性を

高めるために、試験サイトへの補助や事例集の作成等を行ってはどうか。 

・（Ｃ委員）意外性に乏しく、想定外の有益事項の発見についてより多くの成果を求めた

い。 

・（Ｃ委員）全体と要素技術などについて細分化・分類して報告を頂くことを検討された

い。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 
 研究開発計画に問題はないものと考えられる。また、研究開発に必要な体制、資金、メ

ンバーなど、十分な研究開発環境が整備されており、実施者間の連携も満足すべき状況に

ある。  

ベンチャー企業をはじめ、中小企業も参加しており、産学の連携を含めた多様な形態が

とられていることを高く評価する。 

目標達成に必要な予算に過不足はなく、費用対効果も妥当な水準にある。当初の目標の

みに拘泥することなく、情勢変化に応じて目標の解釈を柔軟に変更するなどの対応が十分

に取られており、その時点ごとに最善の選択肢を取っていると評価できる。 

 

【肯定的意見】 

・（Ａ委員）研究開発に必要な体制、メンバーなど、十分な研究環境が整備されており、

実施者間の連携も満足すべき状況にある。目標達成に必要な予算に過不足はなく、費用

対効果も妥当な水準にある。 

・（Ｂ委員）研究開発計画に問題はないものと考えられる。実施体制は全体として、産学

の連携含めた多様な形態がとられており、効果的なものとなっている。 

・（Ｃ委員）ベンチャー企業をはじめ中小企業も参加したプロジェクトであることを高く

評価する。 

・（Ｃ委員）本事業の実施のために技術研究組合が組成されていることを大いに評価した

い。 

・（Ｄ委員）開発項目４つとも適切なチームで構成されており，実施体制は妥当である。 

・（Ｄ委員）資金も適切に配分されている。 

・（Ｄ委員）投入資源に相応の成果が得られている。 

・（Ｅ委員）当初の目標のみに拘泥することなく、情勢変化に応じて目標の解釈を柔軟に

変更するなどの対応が十分に取られており、その時点ごとに最善の選択肢を取っている

と評価できる。 

・（Ｆ委員）研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等は妥当であったものと考

える。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・（Ｂ委員）企業のみで行われている課題については、その成果について、必要に応じて

学識経験者からのアドバイスを受ける会合等を持ってはどうか。技術の中身が学術的に

裏付けられていることが必要である。 

・（Ｃ委員）中小企業一社一社では取り組めないことも組合等の組成を通じて参画できる

ことをもっとＰＲすべきではないか。 

・（Ｅ委員）原位置汚染対策技術の開発については、現在採択され補助されている3事業
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以外にも、技術開発し本目標に貢献できる能力のある企業や企業体があったのではない

かと思われる。今後同様な事業を行う際には、そうした企業がより積極的に補助を受け

て事業化できるような、企業にとってさらに魅力のあるプロジェクトとなることが望ま

れる。 

・（Ｃ委員）費用対効果は、さらにわかりやすく中小企業等ユーザー側にも発信していく

必要があると考える。 

・（Ｄ委員）対象の汚染物質は限定的で，汚染土壌を網羅した対策にはなっていない。 
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６．総合評価 
 環境対策事業を営利事業として成立させて行くことは、環境対策としてもあるべき姿で

ある。そのため、これを経済産業省の事業として実施していくことは極めて意義深い。現

段階で各個別要素技術開発とも相応の成果を得ており、最終目標に向けて事業を進めてい

き、計画に見合った成果を得ることが期待されている。 

それぞれの個別要素技術開発は、いずれも設定された目標やその水準を満たしており、

今後の実用化や事業化に向けて十分な成果が得られている。例えば、「原位置処理重金属

等土壌汚染対策技術開発」に関しては、現状の対策費（掘削除去）との比較から目標を設

定しており、開発技術の実用化を見据えた計画となっているところは評価できる。また、

「バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発」に関して

は、バイオオーグメンテーション普及のためのブレイクスルーになりうる研究開発であ

り、より積極的に事業を推進すべきであるものと考える。全体的に中間評価時点での開発

目標はほぼ十分に達成されており、最終的な技術開発のレベルは期待できるものである。 

 なお、現場の環境条件や制約条件などを加味した実証試験により、得られた結果を現場

で検証するととともに、様々な条件の変化に応じた開発技術の高度化をはかることが必要

である。また、今後の取り組みとして、本事業をより意義のあるものにしていくために

も、各技術のニーズをより明確にするための市場調査等を必要に応じて行い、技術の普及

促進を行うことを期待する。 

 

【肯定的意見】 

・（Ｅ委員）事業の目的や政策的位置づけは極めて妥当である。環境対策事業を営利事業

として成立させて行くことは、環境対策としてもあるべき姿である。環境対策事業は国

が責任を持つべき事業であるから、これを経済産業省の事業として推進していくことは

極めて意義深い。現段階で各要素技術とも相応の成果を得ており、最終目標に向けて事

業を進めていき、計画に見合った成果を得ることが期待されている。 

・（Ｆ委員）土壌汚染対策に対する費用の低減は民間企業に限らず公共事業にも資するも

のであり、次年度以降もより積極的に事業を推進すべきであるものと考える。特に、

「バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発」は、バイ

オオーグメンテーション普及のためのブレイクスルーになりうる研究開発であり、より

積極的に事業を推進すべきであるものと考える。 

・（Ａ委員）土壌汚染対策技術の開発および微生物浄化技術の研究開発では、いずれも設

定された目標やその水準を満たしており、今後の実用化や事業化に向けて十分な成果が

得られている。 

・（Ｂ委員）本事業の扱っている内容は、将来より重要性を増すものであり、その目的は

極めて明確である。 

・（Ｄ委員）事業は推進すべき課題に対応する研究開発であり，これまで十分に成果を得
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ており，継続して事業を行うべきである。 

・（Ｂ委員）原位置浄化技術の確立では、現状の対策費（掘削除去）との比較から目標を

設定しており、開発技術の実用化を見据えた計画となっているところは評価できる。中

間評価時点での開発目標はほぼ十分に達成されており、最終的な技術開発のレベルは期

待するに値する。 

・（Ｃ委員）各プロジェクトの特色が現れている。 

・（Ｃ委員）本事業を通じて多様な取り組みが行われている。 

 

【問題点・改善すべき点】 

・（Ｂ委員）原位置浄化技術の確立において、対照となる現状の対策を掘削除去のみとし

ているが、汚染物質や浄化対象の物質（単独汚染化複合汚染かを含む）、敷地条件等に

よっては、別な選択肢もあり、大きく費用が行ってくる可能性が高いことを考慮すれば、

浄化の条件をある程度分類したうえで、別な現状技術とも比較をすべきであろう。また、

バイレメに関する安全性評価においても、ある程度現状の評価法との比較（コスト含

む）で目標設定をすることも重要と考える。さらに、各技術のニーズをより明確にする

ための市場調査も行うべきであろう。 

・（Ａ委員）現場の環境条件や制約条件などを加味した実証試験により、得られた結果を

現場で検証するととともに、様々な条件の変化に応じた開発技術の高度化をはかること

が必要である。 

・（Ｃ委員）電力多消費型技術開発へのフレキシブルな目標の見直しと実行を期待する。 

・（Ｄ委員）ラジアルウェルを用いた研究開発では，上手く機能しない懸念があり，立坑

の機能が働くような工夫が必要である。 

・（Ｅ委員）こうした取り組みをより意義のあるものにしていくためにも、今後の取り組

みとして、広く民間の技術開発を促進させるよう、技術を持つより多くの民間企業が技

術開発に取り組むことができるような体制作りができるとなおよいものと思われる。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 
・本研究開発をより推進して、研究開発した技術や指標を現場に適用して実用化すること

により、わが国の環境リスク管理に貢献できることを期待する。また、それぞれの個別

要素技術については、それらを社会に普及させて事業化を目指すことも、新たな環境ビ

ジネスを創出するために重要な事業である。 

・テーマごとに興味深い技術の開発を手掛けており、将来、新たな土壌浄化技術の飛躍的

な発展に資するものとなっているものと評価できる。その事業化のためには、実際の現

場への適用性を、幾つかの特徴的な現場を想定し、場合（シナリオ）ごとに評価するこ

とが重要であると考える。評価の手法は、技術の特性を考慮したある種のシミュレー

ションによってであっても、現場実証実験によってであっても構わない。 

・技術の適用性をより明確化して事業化を実現するために、関連する市場と競合技術の調

査についても、技術開発と併せて行われることを期待する。 

・各実施者においては、研究実施体制・運営について、経営、技術、生産活動等のノウハ

ウ等知識連携を共有・向上させるための視点及び内部組織の運営ルールの明確化を求め

たい。 

・情勢の変化を勘案しつつ設定した最終目標を適宜見直し、社会情勢に対応した技術開発

を推進して欲しい。設定する最終目標について、どのような条件のもとで達成されるの

か、目標達成条件をより明確にすることが望まれる。また、開発された手法が科学的に

妥当なものであるかどうかを示すため、浄化が可能であるという事実や社内にとどまる

ノウハウだけでなく、なぜそのような手法で浄化が可能なのかが説明できるように開発

の成果を残していただきたい。 

・いくつかの個別要素技術開発については建設機械を用いた土木的な工法を用いており、

操業中の工場において適用する場合には制約が生じることが想定される。今後はボーリ

ング類似技術の活用等、土壌の掘削が最小限となる工法についても併せて検討されるこ

とを望む。 

 

【各委員の提言】 

・（Ａ委員）土壌汚染対策の主体は民間にあるものの、その技術開発や評価に関しては国

が実施すべき最重要な課題である。本研究開発をより推進して、研究開発した技術や指

標を現場に適用して実用化することにより、わが国の環境リスク管理に貢献できること

を期待する。また、個別の技術開発については、それらを社会に普及させて事業化を目

指すことも、新たな環境ビジネスを創出するために重要な事業である。 

・（Ｂ委員）各課題それぞれに興味深い要素技術の開発を手掛けており、将来、新たな土

壌浄化技術の飛躍的な発展に資するものとなっているものと評価できるが、全体として

汎用性を謳い文句としているところに、やや疑問を感じる。つまり、土壌浄化は基本的

には現場ごとに大きく異なるものであることから、開発される技術が“どのような現場
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にどのように適用されるべきか”の処方箋とともに提供される方が、むしろ信憑性が高

いものと思われる。開発される要素技術はそれぞれ汎用性があるものであることを否定

するものではないが、その実用化のためには、実際の現場への適用性を、幾つかの特徴

的な現場を想定し、場合（シナリオ）ごとに評価することが重要であると考える。それ

は、技術の特性を考慮したある種のシミュレーションによってであっても、現場実証実

験によってであっても構わない。また、技術の適用性をより明確にするために、関連す

る市場と競合技術の調査についても、技術開発と併せて行われることを期待する。 

・（Ｃ委員）事業化について：さらなる市場化を見据えて頂きたい。 

・（Ｃ委員）実施体制・運営について：経営、技術、生産活動等のノウハウ等知識連携を

共有・向上させるための視点及び内部組織の運営ルールの明確化を求めたい。 

・（Ｃ委員）費用対効果：投入量（税金）に対するリターン（何年後に回収）等のわかり

やすい計算式による共通指標を設定しておく必要があると考える。 

・（Ｄ委員）全体のプロジェクトに対しては特にない。個別の要素技術に対して，下記に

て，それぞれコメントしている。 

・（Ｅ委員）要素技術ごとに、最終目標に向けて着実に成果を上げてきておられます。情

勢の変化を勘案しつつ最終目標となるべき目標を設定し、それを達成していただきたい

と思います。設定する目標について、どのような条件のもとで達成されるのか、目標達

成条件をより明確にしていただくことが望まれます。土壌汚染の現場においては現場ご

とに非常に大きく条件が異なることから、同じ対策手法でもその効果には大きな開きが

出てきます。開発される手法がどのような条件のもとでより有利に活用できるのかが明

確になることで、将来の応用先も明確になるといえます。また、補助を受けている事業

については、補助を受けたものに対する成果としての説明責任も生じてくると思います。

そのような観点からいって、開発された手法が科学的に妥当なものであるかどうかを示

す必要があると思います。浄化が可能であるという事実や、社内にとどまるノウハウだ

けでなく、なぜそのような手法で浄化が可能なのかがある程度は説明できるように、開

発の成果を残していただきたいと思います。 

・（Ｆ委員）操業中の事業所において適用が可能な原位置浄化技術の開発が大きな目的に

なっているが、本件研究開発のいくつかについては建設機械を用いた土木的な工法を用

いており、操業中の工場において適用する場合には制約が生じることが想定される。今

後はボーリング類似技術を活用する等土壌の掘削が最小限となる工法についても併せて

検討されることを望む。 
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８．個別要素技術に関するコメント 
①シアン汚染土壌の飽和・不飽和原位置バイオレメディエーションの研究開発 
【成果に対する評価】 

・（Ｂ委員）全シアン含有量分析法を確立し、嫌気下のbiostimulationでシアン分解が生

じることを確認するとともに、混練工法についても目処を付けており、提案技術の基礎

を順調に確立している。bioaugmentationも想定し、嫌気性の分解菌を分離して特徴付

けも行っているが、これが実際に原位置で機能するかについては今後の検討が必要であ

る。基本的には安価なbiostimulation技術を優先して確立することが重要であり、その

ためのより合理的な微生物管理法を確立する必要があり、分離菌のみならず好気・嫌気

のシアン分解菌の挙動をモニタリングしつつ、biostimulation法を最適化する試験を実

施することと、その理論的裏付けを行うことが望まれる。混練技術はシアン浄化以外に

も他の物質の汚染に適用できる汎用性の高い要素技術として大きな意義を持つ要素技術

である。浄化に有用であることを実証してほしい。 

・（Ｃ委員）成果普及のための展示会への出展を評価したい。より外部への発信力を強化

し、多くの中小企業とのコラボに発展し、地域経済の新産業創出のきっかけとなること

を期待する。 

・（Ｄ委員）シアン分析技術を確立できたことは，浄化の評価をする上での大きな前進と

なり，評価できる。一方，分離・培養したシアン分解菌の情報が少なく，この成果を評

価することが難しい。既往のシアン分解菌の分解能力等の特性を提示し，当分離シアン

分解菌との比較をしてほしい。 

・（Ｅ委員）嫌気的シアン分解微生物の分離は大きな成果であり、目標以上の成果であろ

うと思います。 

・（Ｅ委員）補助金の事業目的の中に、「現状の対策費の1/2のコスト」が明示されていま

す。この研究開発において、コストを1/2にすることへの取り組みに対する説明が不足

していると思います。どこまでの範囲のコストを計算して、1/2を目指すのか、目指す

目標と併せて、整理をしていただければと思います。より具体的には、本技術を確立し

て実用化するに当たっては、オーグメンテーション技術の場合にはバイレメ指針におけ

る安全性評価も行うことが想定されます。こうしたコストまで加えるのかどうか、特に

経産省側の考え方も含めて、整理が必要と思いました。 

・（Ｆ委員）本研究開発で開発されたシアン汚染土壌に対するバイオレメディエーション

技術及びシアン化合物の含有量分析手法は土壌汚染対策に多大な寄与を及ぼすものと考

える。また、後者については土壌汚染の調査手法にも多大な寄与を及ぼし得るものと考

える。 

・（Ｆ委員）嫌気性シアン分解菌の分離・取得及び人工的な嫌気性シアン分解菌の作成に

ついても意義の高い研究成果と考えるが、中間評価資料には「成果の概要」の頁でしか

触れられていないのが残念である。最終版では「成果の詳細」の頁にある程度は記載さ
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れることを期待する。 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・（Ａ委員）メッキ工場や石炭乾留事業場などのように、シアン化合物の土壌汚染に苦慮

している事業者と連携して、実用化と事業化をはかっていただきたい。 

・（Ｂ委員）混練による浄化技術が確立されれば、シアンのみならず他の物質の汚染浄化

にも応用されることを含めて、事業化に期待が持てる。一方、事業化の直接の対象とな

るシアンの汚染については、潜在的には多数の現場があるものとは考えられるが、汚染

の濃度や規模、複合汚染の可能性、土質などがそれぞれ異なることから、実際に本技術

を適用できる市場を把握するためには、より詳細に調査することが望まれる（現状では

あまり表に出ておらず市場が必ずしも十分に把握されているとはいえないのでは）。 

・（Ｃ委員）分析方法を確立又は工法を研究し、それからどうするのか具体的な見通しを

打ち出す必要がある。 

・（Ｄ委員）分離したシアン分解菌の基質の報告がないため，バイオレメディエーション

が上手くいくのか評価できない。シアン分解菌と基質競合する他の細菌に負けて，シア

ン分解菌が土壌に定着できないことが懸念される。基質競合の検討が必要と考えられる。 

・（Ｅ委員）スティミュレーション技術については、スティミュレーションが可能かどう

かを事前判断する、また施工中におけるモニタリングのため、分解微生物のモニタリン

グ技術の確立が事業化に向けて必要になると思います。 

・（Ｅ委員）オーグメンテーション技術については、バイレメ指針の確認を行うかどうか

が焦点かと思います。 

・（Ｆ委員）シアン汚染土壌に対するバイオレメディエーション技術に対する市場ニーズ

はある程度見込まれるものであり、事業化する意義は高いものと考える。 

・（Ｆ委員）本研究開発では栄養剤等の混入方法として建設機械による混練が選択されて

いる。混入方法としては確実性が高いものであるが、操業中の事業所や建物・設備が

残っている状態では適用に制約が生じることが想定される。混練と併せてジェットグラ

ウト工法その他のボーリング類似技術を用いた栄養塩等の注入についても検討されるこ

とが望ましい。 

・（Ｆ委員）シアン化合物の含有量分析手法の研究開発については既に分析機器の販売が

開始されており、事業化がほぼ達成されていると思う。今後はJIS規格その他において

標準化されることによって市場が広がるものと考える。 
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②ラジアルウェルを活用したパッシブな新規土壌修復技術の研究開発 
【成果に対する評価】 

・（Ｂ委員）ラジアルウェルの工法と金属類の原位置洗浄の基本的な運転法は確立してい

るが、多様な現場に適用し得るかについては、様々な条件でのシミュレーションや実験

検討を行うことが必要であり、その意味で、コスト試算が未だしっかりと行われていな

いイメージである。現場の条件を幾つか想定してコスト試算をする必要があろう。また、

金属種によって、脱着に使用する薬品／吸着材が異なっており、複合汚染に対応するに

はその組み合わせでウェルを問題なく運転できるかを明確にする必要がある。理論的に

言えば複合汚染のパターンによっては、極めて複雑な運転をすることになり、パッシブ

浄化技術として適切か疑問がある。ベントナイト遮水壁は汎用性がある興味深い技術と

考える。 

・（Ｃ委員）満州井戸の設置工事、クレーンが必要となる面積等メンテナンス含めた現実

的な場面にもっと一貫した説明が欲しい。 

・（Ｄ委員）二次元の流水の解析では，流れを十分に捉えていないように思われ，３次元

解析が必要と考えられる。 

・（Ｄ委員）脱着の定量評価ができておらず，実験結果がどのように生かされるのか，不

明である。 

・（Ｄ委員）脱着剤の濃度の最適化，廃脱着剤の処理方法の検討が不十分である。 

・（Ｅ委員）本プロジェクトにおいて達成可能なものについて、浄化対象物質、対象土質

などの整理をされるとよいと思います。達成できた範囲を明確にされれば、目標につい

ても十分達成されうると考えられます。 

・（Ｆ委員）小型の水平ボーリングマシンの開発、配水循環システムの確立、脱着材の選

定、吸着処理システムの研究開発及び連続鉛直遮水壁等の本件研究開発で開発された要

素技術は、土壌汚染の対策に限らずその他の様々な分野に適用可能な技術であり、意義

のある成果であると考える。 

・（Ｆ委員）原位置モニタリング技術で開発された小口径の打ち込み井戸についてはどの

程度の固さの土壌に適用できるものかについても明示されることが望ましい。 

・（Ｆ委員）検討会において、遮水壁による閉鎖系の構築については地盤の状況によって

は不要となる場合があるとおっしゃっていましたが、不要となる条件について整理され

ることを望む。 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・（Ａ委員）低コストの土壌汚染対策として興味深い工学的な手法であり、具体的な浄化

事例や他の浄化技術との併用事例を増やして事業化を目指していただきたい。 

・（Ｂ委員）金属系の汚染は複合のケースが多いため、まず、現場特性を含めて多様な

ケースごとにコスト試算を行うことを可能とする基礎データを取得することが肝要であ
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る。また、その後、本浄化法を安価に適用し得る現場の特性を限定し、市場を見積もる

必要がある。多様な金属類に適用し得る脱着法や吸着材（特にホウ素）については、掘

削―土壌洗浄や排水処理などへの転用も可能であるため、むしろ要素技術単体として価

値があるものと思われる。 

・（Ｃ委員）達成度が必ずしも事業化の成功確率の向上に結びつけることができない、課

題と解決に向けた対応を考慮すべきである。 

・（Ｄ委員）立坑内の水の移動対策が取られておらず，配水循環が機能しない懸念がある。

配水と集水をそれぞれ別の立坑で行うなどの検討を要する。 

・（Ｅ委員）本技術が適している浄化対象に対して明確にしたうえで、ぜひ事業化を進め

ていただければと思います。 

・（Ｆ委員）個々の要素技術については土壌汚染対策及びその他の分野において適用でき

るため事業化の可能性はあるものと考えるが、技術全体としての事業化についてはいく

つか課題があるものと考える。特に、本技術の適用性が高い汚染条件を整理するととも

に、本技術を適用するにあたっての事前のテーブルテストの方法（特に浄化終了判断）

について検討を行う必要があるものと考える。 

・（Ｆ委員）土壌汚染対策技術としての事業化にあたっては、営業窓口の明確化が必要と

考える。 

・（Ｆ委員）操業中の事業所において適用させることを念頭に考えているが、事業活動エ

リアに直径２ｍ以上の井戸を構築し、それを保持することは現実的ではないと思う。操

業停止後のブラウンフィールド化した土地に適用させる技術として事業化させることが

良いと考える。 

・（Ｆ委員）中間評価資料（61頁）に縦横28ｍの土地における適用例が示されているが、

縦横30ｍの土地で適用可能になれば、土壌汚染対策法の30ｍ格子毎に立坑を配置すれば

よくなり、顧客や自治体担当者にわかりやすいものになると思う。 
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③低コスト原位置電気修復技術の研究開発 
【成果に対する評価】 

・（Ｂ委員）複合汚染を含めた金属類の浄化に幅広く適用し得る原位置電気修復技術の低

コスト化（低電力化）について多様な側面から検討し、モデル系において十分に目標を

達成し得る成果をあげている。原位置での試験は現在実施中であり、これで基礎研究を

裏付ける成果が得られれば、ある種の現場での活用が期待できる意義のある技術が確立

される。原位置実験の成果に期待する。 

・（Ｃ委員）自然エネルギーの活用の検討を拡充強化した取り組みとされたい。 

・（Ｄ委員）おおむね成果が達成されている。 

・（Ｄ委員）印加電圧パルスはどのような機構で効果があるのか，その原理を提示してほ

しい。この機構が分かることで，パルス方法の最適化を検討できる。 

・（Ｅ委員）目的を明確に設定し、十分に目的を達成しているといえます。目標を達成で

きる条件（土質等）について、今一度整理をされるとよいと思います。 

・（Ｆ委員）電気修復法は海外から技術導入されたものの日本における適用が断念されて

いた技術であり、今回の研究開発で適用条件及び使用電力量について検討が行われたこ

とは対策手法の選択肢を広げる意味で意義があるものと考える。最終版の報告書では、

従来、本手法の適用が困難とされてきた理由についても整理されると良いかと思う。 

・（Ｆ委員）蛍光Ｘ線分析装置による土壌含有量の簡易分析自体は従前からあったもので

あるが、土対法の土壌含有量分析の値との相関条件が明らかになったことについて非常

に意義がある。中間評価資料には記載されていないが最終版にはある程度記載されるこ

とを望む。 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・（Ａ委員）粘性土や難透水層でも適用できる浄化技術として有用であり、制約条件や適

用条件を明確にして上で、実証事例を増やして事業化を達成していただきたい。 

・（Ｂ委員）Ｈ２４年度で研究開発を終了し、Ｈ２５年度以降は、実際の汚染対策の引き

合い案件に対して有償で浄化試験を行うこととしており、事業化の方向が明確化されて

いる。これが絵にかいたモチにならないように、具体的な営業の戦略を立案し、示して

いただくことを希望する。また、そのためには広報が重要と考えるが、研究発表がＨ２

３年度に3件のみというのはやや寂しいことから、今後はより積極的な成果の広報に努

められたい。 

・（Ｃ委員）電力料金（大規模工場）の設定、１日当たりのコスト設定等は、本来最大の

ユーザーである中小企業目線であるべきではないか。 

・（Ｄ委員）実証試験の結果が楽しみである。これによって事業化の見通しが判断できる。 

・（Ｅ委員）事業化の見通しも十分であり、今後の事業展開が期待されます。 

・（Ｆ委員）土壌汚染対策法における対策は単位区画（縦横10ｍの土地）を単位として行
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われることが一般的である。一方、本件の電気修復法の技術は極めて局所的な汚染に対

処する方法であるものと見受けられる。土対法の案件に本技術を適用する場合には浄化

範囲の考え方のすり合わせが必要になるものと考える。 

・（Ｆ委員）本件の電気修復法の技術は飽和層に適用する対策技術であるが、実際の汚染

サイトには必ずと言っていいほど不飽和層の土壌が存在し、一般的には地表に近い不飽

和層の土壌に重金属等が吸着する傾向がみられる。事業化にあたっては不飽和層の土壌

の対策方法についても併せてパッケージ化する必要があるものと考える。 

・（Ｆ委員）原位置浄化技術ではあるが、平面的に土壌を掘削する頻度が高いように見受

けられるため、操業中の工場において適用することは現実的ではないように感じる。操

業停止後のブラウンフィールド化した土地において適用性が高い技術ではないかと考え

る。 
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④次世代バイオレメディエーション普及のためのセーフバイオシステムの研究開発 
【成果に対する評価】 

・（Ｂ委員）House Keeping Genesを利用した有害微生物の簡易かつ精度の高い特定手法

がほぼ確立され、塩素化エチレン類分解に有望な菌株も計画通り取得されており、中間

期の目標はほぼ達成できている。これらの成果はバイレメ導入促進のために意義深いも

のである。一方、ラボでのバイレメ実験は一部実施中であり、その成果を年度内にまと

められるよう期待する。土壌微生物生態系の網羅的モニタリング手法は確立されている

が、生態系への影響をどのように評価するかの基準作りは容易ではないのが現状であり、

有望な指標を早期に確定できることを望む。また、バイレメを行わない“普通の”土壌

微生物生態系とはいかなるものかを示すためには、多種の試料の対照としての解析とそ

のデータベース化が必要かもしれない。 

・（Ｃ委員）大学間の連携は役割の明確化とともに理想的な連携体と言えるのではないか。

成果について各大学が担った役割ごとに特徴ある成果を一層追求してもらいたい。 

・（Ｄ委員）研究開発計画は当を得ており，各項目とも十分な成果が得られている。 

・（Ｅ委員）「バイオレメディエーションの利用促進を図る」という観点においては、本

研究の進捗により自体がバイオレメディエーション事業の活性化につながっており、貢

献は大きいと考えられます。微生物の安全性を評価する手法についても、中間評価段階

としては十分に目標を達成しているものといえます。今後最終段階までに、安全性評価

をどのようにすべきか、その合理性とともに整理されていくことが望まれると思います。 

・（Ｆ委員）本テーマにおける各種の成果は、バイオオーグメンテーション普及のための

ブレイクスルーになりうる意義のある研究開発であるものと考えます。 

 

【事業化の見通しに関する評価】 

・（Ａ委員）バイレメ浄化指針の設定に必要な多くの新知見や微生物情報などが得られて

おり、浄化事業者が実際に使用し易い指標やセーフシステムとして実用化していただき

たい。 

・（Ｂ委員）本課題自体が直接事業化に結び付く性格のものではなく、基礎的な手法の確

立や科学的知見の集積に重点を置いたものであると判断している。そのなかでも、ここ

までに得られているいくつかの成果はバイレメ、特にbioaugmentationにおける、特に

病原菌に関する安全性評価のハードルを大幅に低減するものとなっており、事業促進に

寄与し得るものと期待される。生態影響の評価については難しい問題ではあるが、次年

度以降のフィールド試験で何らかの結論を導いていただければ、バイレメ事業全体の活

性化に大いに貢献するものとなろう。 

・（Ｃ委員）脱塩素菌の単離等に成功し、浄化手法についての特許申請は済んでいるが、

その活用を活かした収益構造とする事業化及び事業体の組成等について検討して頂きた

い。 
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・（Ｄ委員）構築されたセーフバイオシステムにより生態系を評価した後，この結果をど

のようにリスク管理に反映させるのかの検討が必要と思われる。 

・（Ｅ委員）生態系影響評価について、手法を確立することがゴールになっていることか

ら、今後生態系影響評価の在り方を含めて、議論が必要と思います。これは単に技術開

発だけでは不可能で、専門家による意見を統合し、十分に議論を尽くす必要があるので

はないかと思います。 

・（Ｆ委員）本テーマで開発されたバイレメ指針適合のための合理的な標準手法・判定基

準を反映させる形でバイレメ指針の改訂が必要ではないか。 

・（Ｆ委員）バイレメ指針に適合する分解菌の分譲に対する潜在的なニーズは少なからず

存在ものと考えられるが、バイオオーグメンテーションそのものに対する社会的受容性

が整っていないように感じる。本件研究開発と並行して別の枠組みにおいてバイオオー

グメンテーションに関するリスクコミュニケーション手法について検討する必要である。 
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第４章 評点法による評点結果 

 

 

「土壌汚染対策のための技術開発」に係るプロジェクト評価の実施に併せて、以

下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果

は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 

 

評点法による評点結果 

（土壌汚染対策のための技術開発プロジェクト） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.83  2  3  3  3  3  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.00  2  1  3  2  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.00  2  2  2  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00  2  2  2  2  2  2  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.33  3  2  2  2  2  3  

 ６．総合評価 2.17  2  2  2  2  2  3  
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経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が、経済産業省における技

術に関する施策及び技術に関する事業（以下、「技術に関する施策・事業」という。）の評価を行う

に当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである。 

本指針は、「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）第１０条の規定、「科学技術基本計画」

（平成１８年３月閣議決定）、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）第３４条の規定及び「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）

に沿った適切な評価を遂行するための方法を示す。 

同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下、「政策評

価法」という。）に基づく「経済産業省政策評価基本計画」（以下、「政策評価基本計画」という。）

に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発に関する部分の実施要領としての性格を持つ。した

がって、技術に関する施策・事業についての評価の結果は、政策評価基本計画に基づき実施される

事前評価及び事後評価に適切に反映・活用を図る。 

技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有すること

から、本指針は、技術に関する施策・事業の成果や実績等を厳正に評価し、それを後の技術に関す

る施策・事業の企画立案等に反映させる政策サイクルの一角としての評価の在り方について定める

ものである。 

ただし、技術に関する施策・事業に係る評価は、競争的資金制度による研究課題、プロジェクト

といった研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に応じた評価方法に拠るべきであるとともに、

評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をとりまく様々な状況に応じた臨機応変な評価手

順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月歩であり、今後よりよい評価手法が提案され

ることも十分考えられる。したがって、本指針では共通的なルール及び配慮事項を取り上げること

とし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアルの作成等により記述することで、機動的な実

施を図ることとする。 

研究開発機関が自ら実施する評価をその機関の自己改革の契機とするような自律的なシステムの

構築に努め、研究開発を実施する独立行政法人が、大綱的指針及び本指針に沿って、研究開発評価

の実施に関する事項について、明確なルールを定め、研究開発評価の実施及び評価結果の活用が適

切かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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◎本指針における用語については、次に定めるところによる。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそ

れらの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の

研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から

提案された研究課題の中から、当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事し

た経験を有する者をいう。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先

導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づき、実施

する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織若しくは

企業等に資金を配分する制度をいう。 

・研究開発制度：資源配分主体が研究課題を募り、提案された課題の中から採択した課題に研究開

発資金を配分する制度をいう。 

・プロジェクト：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、明確な目的や目標に沿って実施

されるものをいう。研究開発制度（競争的資金制度を含む）による研究課題は、本指針上プロジ

ェクトには該当しない。 

・研究開発機関：国からの出資、補助等の交付を受けて研究開発を実施し、又は研究開発の運営管

理を行う機関をいう。 

・技術に関する事業：具体的に研究開発を行う個別の実施単位をいい、「研究開発制度（競争的資金

制度を含む）」、「プロジェクト」及び「競争的資金制度による研究課題」により構成される。 

・技術に関する施策：同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとまりをいい、当該目的

との関係で必要な研究開発以外の要素（調査等）を含む場合がある。 

・政策評価書：本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえた

評価書をいう。 

・政策サイクル：政策の企画立案・実施・評価・改善（plan-do-check-action）の循環過程をいう。 

・評価システム：評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素を

包含した評価制度、体制の全体をいう。 

・推進課：技術に関する事業を推進する課室（研究開発担当課室）をいう。推進課は、評価結果を

反映させるよう努力する義務がある。 

・主管課：技術に関する施策の企画立案を主管する課室及び予算等の要求事項を主管する課室をい

う。 

・査定課：予算等の査定を行う課室（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等）をいう。 

・有識者等：評価対象となる技術に関する施策・事業について知見を有する者及び研究開発成果の

経済的・社会的意義につき指摘できる人材（マスコミ、ユーザ、人文・社会科学者、投資家等）

をいう。 

・外部評価者：経済産業省に属さない外部の有識者等であって、評価対象となる技術に関する施策・

事業の推進に携わっていない者をいう。 

・外部評価：外部評価者による評価をいい、評価コメントのとりまとめ方法としてパネルレビュー
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（評価者からなる委員会を設置（インターネット等を利用した電子会議を含む。）して評価を行う

形態）による場合とメールレビュー（評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利用

して情報を提供し、評価を行う形態）による場合とがある。 

・評価事務局：技術に関する施策・事業の評価の事務局となる部署をいい、評価者の行う評価の取

りまとめ責任を負う。 

・評価者：評価の責任主体をいい、パネルレビューによる場合には外部評価者からなる委員会が責

任主体となる。また、評価の結果を踏まえて、資源配分の停止や変更、技術に関する施策・事業

の内容の変更に責任を有するのは企画立案部門である技術に関する施策・事業の推進課及び主管

課である。 

・終了時評価：事業終了時に行う評価であり、事業が終了する前の適切な時期に行う終了前評価と

事業の終了直後に行う事後評価がある。 
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Ｉ．評価の基本的考え方 

１．評価目的 

(1) より良い政策・施策への反映 

   評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟か

つ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等につなげること。 

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開

発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進すること。 

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、一般国民にわ

かりやすく開示すること。 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させ

ることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、研究開発をその評価の結果に基

づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続してつなげることなどにより、研究開発成果の国

民・社会への還元の効率化・迅速化に資すること。 

 

２．評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その内容について広

く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価システムの形成、定

着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ

明確に定め、これを公開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするととも

に、評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の導入等に

より、中立性の確保に努めること。 

(3) 継続性の確保 

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評価

とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロセスを繰り返していく時系列のつ

ながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する

施策・事業の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価

を行うこと。 

(4) 実効性の確保 

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断するための効率

的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、技術に

関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけるこ
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とのない費用対効果の高い評価を行うこと。 

 

３．指針の適用範囲 

(1) 本指針においては、多面的・階層的な評価を行う観点から、経済産業省における具体的に研

究開発を行う個別の実施単位である研究開発制度、プロジェクト及び競争的資金制度による研

究課題である技術に関する事業並びに同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとま

りである技術に関する施策を評価対象とする。 

(2) 国費の支出を受けて技術に関する事業を実施する民間機関、公設試験研究機関等の評価につ

いては、当該事業の評価の際等に、これら機関における当該事業の研究開発体制に関わる運営

面に関し、国費の効果的・効率的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

(3) 上記(2)の規定にかかわらず、独立行政法人が運営費交付金により自ら実施し、又は運営管理

する技術に関する事業については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び大

綱的指針に基づいて実施されるものであり、本指針の対象としない。なお、技術に関する施策

には、これら事業は含まれるものとする。 

(4) 評価の種類としてはこの他に研究者等の業績の評価が存在するが、これは研究開発機関の長

が評価のためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが基本であり、本指針の対

象としない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

(1) 実施時期による類型 

評価はその実施時期により、事前評価、中間・終了時評価及び追跡評価に類型化される。 

(2) 評価の階層構造 

経済産業省における技術評価では、技術に関する施策・事業での評価を基本的な評価単位と

するが、政策効果をあげるために、特に必要があると認められるときには、関連する複数の技

術に関する施策・事業が有機的に連携をとって 

体系的に政策効果をあげているかを評価することとする（これは経済産業省政策評価実施要

領における「政策体系評価」に対応するものと位置付ける。）。 

(3) 実施時期による評価のリンケージ 

中間・終了時評価は、技術に関する施策・事業の達成状況や社会経済情勢の変化を判断し、

計画の見直しや後継事業への展開等の是非を判断するものである。また、事前評価での予想が

実際にどのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、事前

評価の方法を検証し得るものである。したがって、中間・終了時評価の結果をその後の産業技

術政策・戦略の企画立案や、より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよう努める

ものとする。 

また、中間・終了時評価の結果は、追跡評価にて検証されるものである。 

 

５．評価方法等 

厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に客観性を持たせることが必要であること



-6- 
 

から、本指針をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

技術評価室は本指針を踏まえ、評価マニュアル等を策定するとともに、円滑な評価の実施のた

めの指導及び評価システムの維持管理を行う。 

(1) 施策原簿 

技術に関する施策の基本実施計画書、政策評価書等をもって施策原簿とする。施策原簿を作

成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出する。 

(2) 事業原簿 

技術に関する事業の基本実施計画書、政策評価書等をもって事業原簿とする。研究開発制度

及びプロジェクトの事業原簿を作成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出

する。 

(3) 評価項目・評価基準 

評価の類型及び技術に関する施策・事業の態様等に応じて標準的な評価項目・評価基準を技

術評価室が別に定めることとする。 

(4) 評価手続・評価手法 

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。なお、複数の事業間の相対的評価

を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考えられ、評価の類型及び対象案件の態様に

応じ適宜活用することが望ましい。 

(5) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、評価対象

となる事業に係る予算額が比較的尐額である場合には、評価項目を限定する等の簡略化を行う

ことができるものとする。なお、簡略化の標準的な方法については技術評価室が別に定める。 

 

６．評価結果の取扱い等 

(1) 評価結果の取扱い 

評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価室に提出する。技術評価室は全

ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の実施状況等を

踏まえつつ意見をまとめ、査定課、秘書課及び政策評価広報課に報告することができる。 

(2) 予算査定との関係 

査定課は、技術評価室から事前評価及び中間評価の評価書の提出を受けた場合は、技術評価

室の意見を踏まえつつ技術に関する施策・事業の評価等を行う。事前評価に関しては査定課の

評価を終えた事前評価書に記載された技術に関する施策・事業の内容をもって、推進課又は主

管課と査定課との間の合意事項とみなし、査定課はこれを踏まえて予算査定を行う。中間評価

に関しては、査定課は中間評価結果を踏まえて予算査定を行う。 

(3) 評価結果等の公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合を

除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開することと

する。なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局は予算

が経済産業省の案として確定した後に、公開するものとする。パネルレビューを行う場合にお
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ける議事録の公開、委員会の公開等については、「審議会等の透明化、見直し等について」（平

成７年９月閣議決定）に準じて行うものとする。 

 

７．評価システムの不断の見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作業

が終了するたびごとにその評価方法を点検し、より精度の高いものとしていく努力が必要である。

また、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度見直しの要否を検討

する。 

 

８．評価体制の充実 

評価体制の充実を図るため、研究者の評価者としての活用などにより評価業務に携わる人材を

育成・確保するとともに、研究開発費の一部を評価費用に充てるなど評価に必要な資源を確保す

る。 

 

９．評価データベース等の整備 

技術評価室は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価において

普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、個々の技術に関する施策・事業についての研究者、

資金、成果、評価者、評価結果等をまとめたデータベースを整備する。 

また、競争的資金制度による研究課題に関する評価など、審査業務等を高度化・効率化するた

めに必要な電子システムの導入も促進する。 

 

１０．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者との対等性 

① 評価者と被評価者との関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と情

報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で評価者

と被評価者とが相互に相手を評価するという緊張関係とを構築し、この中で、討論を行い、評

価を確定していく必要がある。 

この際、評価者は、不十分な成果等被評価者が自ら進んで提示しない事実があるかどうかを

見極める能力が要求される。一方、被評価者は、評価対象の技術に関する施策・事業の位置付

けを明確に認識するとともに、評価結果を正確に理解し、確実にその後の技術に関する施策・

事業の創設、運営等に反映させていくものとする。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとして捉

えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必要である。         

また、研究開発成果を、イノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、

産業界の専門家等を積極的に評価者に選任する。 
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③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者と被評価

者の双方の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評価

作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者は評価の精度の向上には、必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努めるこ

とが必要である。かかる観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度に減

点法で評価を行うこととなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれがある点に

も留意する必要がある。 

また、成果に係る評価において、目標の達成度合いを評価の判定基準にすることが原則であ

るが、併せて、副次的成果等、次につながる成果を幅広い視野からとらえる。 

(3) その他の留意事項 

① 海外の研究者、若手研究者の活用 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもので

あることから、評価者としての評価への積極的参加が求められる。一方、特定の研究者に評価

実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広

い人材の養成確保にもつながらないことから、海外の研究者や若手研究者も評価者として積極

的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。 

② 所期の成果を上げられなかった研究開発 

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもある。

したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを生かすこと

が重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、機関を

否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因とならな

いよう留意しなければならない。 

③ 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有するが、

技術に関する施策・事業においては研究分野や内容により、その意味は大きく異なり得るもの

であり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これらを参

考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

④ 評価結果の制度間での相互活用 

  研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続

してつなげるなどの観点から、関係府省、研究開発機関及び制度を越えて相互活用するよう努

める。 

⑤ 自己点検の活用 

  評価への被評価者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推進するため、

推進課及び主管課は、自ら技術に関する施策・事業の計画段階において具体的かつ明確な目標

とその達成状況の判定基準等を明示し、技術に関する施策・事業の開始後には目標の達成状況、
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今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認などを行うことにより評価を

行う。 

⑥ 評価の国際的な水準の向上 

  研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項目に国

際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど評価に関して、実施体制や実施方法などの全

般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組む。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

Ⅱ．１．技術に関する施策評価 

技術に関する施策の評価は、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置

付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の

事業に係る評価結果を踏まえて行う。 

(1)事前評価 

  新規の技術に関する施策の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

   評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

 

(2) 中間・終了時評価 

    技術に関する施策創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、技術に関する施策

ごとに中間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

    外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   施策原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 
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⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施が４年以上にわたる又は実施期間の定めのない技術に関する施策

について３年程度ごとに定期的に行う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）につ

いては毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該技術に関する施策の成果を切れ目なく次の技術に関する施策に

つなげていく場合には、当該技術に関する施策が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該技術に関する施策の終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から、技術に関する施策を

構成する技術に関する事業の評価を前提として実施する。 

 

Ⅱ．２．技術に関する事業評価 

Ⅱ．２．１．研究開発制度評価 

研究開発制度評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、目標の達成度、必要性、 

効率性、有効性等について、事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規の研究開発制度の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究開発

制度について制度実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

 研究開発制度創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、研究開発制度ごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び研究開発機関 

③ 評価事務局 
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推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、研究開発制度の推進部門から独立した評

価部門が評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

事業原簿、研究開発制度から得られた成果、研究開発制度の運営状況等を基に外部評価を行

う。また、必要に応じ、評点法の活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施期間が５年以上の研究開発制度又は実施期間の定めのない研究

開発制度については、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行

う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該研究開発制度の成果を切れ目なく次の研究開発制度につなげ

ていく場合には、当該研究開発制度が終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、

その他の場合には、当該研究開発制度終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から研究開発制度に関す

る評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．２．プロジェクト評価 

プロジェクト評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、有効性、効率性等につ

いて評価を行う。事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

 新規のプロジェクトの創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。プロジェ

クトについて実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価  

プロジェクト創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、プロジェクトごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 
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外部評価者 

② 被評価者 

   推進課、研究開発機関及び実施者（研究開発機関から委託又は補助を受けてプロジェクトを

実施する機関又は個人をいう。） 

③ 評価事務局 

推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、事業の推進部門から独立した評価部門が

評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。また、必要に応じ、評点法の

活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価は、実施期間が５年以上のプロジェクト又は実施期間の定めのないプロジェクトに

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。なお、モ

ニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

   終了時評価は、当該プロジェクトの成果を切れ目なく次のプロジェクトにつなげていく場合

には、当該プロジェクトが終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、その他の場

合には、当該プロジェクト終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から個別プロジェクトに関

する評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．３．競争的資金制度による研究課題に関する評価 

  競争的資金制度に提案された個々の研究課題について、当該競争的資金制度の目的に照らして、

目標・計画、科学的・技術的意義、実施体制、実用化の見通し等について評価を行う。複数の候

補の中から優れた研究課題を採択するための事前評価及び目標の達成状況や成果の内容等を把握

するための中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規研究課題の採択時に行う。 

① 評価者 

    外部評価者。 

研究課題の採択の際、被評価者と同じ研究開発機関に所属する等の専門家は排除する必要

があるため、例えば評価事務局はあらかじめ全評価者名を公表し、被評価者に対して申請時

に利害関係者の存在を併せて書面にて宣誓することを求める等の措置を講ずる。また、評価

者には秘密保持を義務付ける。 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について

適切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 
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   研究課題の提案者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関 

④ 評価手続・評価手法 

研究課題の採択に当たっては、エフォート（一研究員の全研究活動時間のうち当該競争的資

金制度による研究活動に充てる時間の割合をいう。）の明記を原則求める。また、被評価者と

利害関係のない有識者等によるパネルレビュー又はメールレビューによる評価を行う。採択に

当たっては、他の競争的資金制度による研究課題等との重複が生じないようにする。評価事務

局は研究課題の提案者へ不採択の結果を通知する場合には、原則として評価項目別に詳細な評

価内容を提示するとともに、不採択となった提案者からの問い合わせに応じるための環境を整

備する。 

   なお、研究課題の評価に際しては、研究分野や当該競争的資金制度の趣旨を踏まえ、必要に

応じて、主に業績が十分に定まらない若手研究者等について、マスキング評価の導入を図るこ

ととする。主に中堅以上の研究者に関する研究者としての評価は、所属組織や機関のみに着目

するのではなく、過去の実績を充分に考慮した評価とする。 

   また、研究者の研究遂行能力を示している過去の研究実績について、定量化を試みつつ、研

究者としての評価を過去の実績を十分考慮して行った上で研究課題の採否を決定する。 

  ⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究課

題について実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

  研究課題の目標達成度の把握とともに研究課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分の判

断、および必要に応じ被評価者に対する支援的助言を行うための評価。 

① 評価者 

   外部評価者 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について適

切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 

   研究課題の実施者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

   競争的資金制度による継続的な研究の必要性及びプロジェクトへの発展の可能性（主として

技術シーズの創造を目的とする研究の場合に限る。）の有無が判断できる手法により評価を行

う。 

また、研究課題の終了時評価の結果については、採択された研究課題ごとに定量化されたも
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のについては結果を公表する。 

⑤ 評価項目・評価基準 

   技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価については、実施期間が５年以上の研究課題又は実施期間の定めのない研究課題に

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。 

   終了時評価については、当該研究課題の成果を切れ目なく次の研究課題又はプロジェクト等

につなげていく場合には、原則、当該研究課題が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該研究課題終了直後に事後評価を行う。 

 

Ⅱ．３．追跡評価 

  終了して数年経った技術に関する施策・事業を対象に、その研究開発活動や研究開発成果が産

業、社会に及ぼした効果について調査し、その調査結果を基に現在の視点から総合的に評価を行

う。 

(1) 評価者 

  外部評価者 

(2) 被評価者 

  評価対象となる技術に関する施策・事業及びこれに関連する技術に関する施策・事業に携わ

った推進課及び研究開発機関 

(3) 評価事務局 

  推進課又は技術評価室 

(4) 評価手続・評価手法 

  過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調査等

による情報を基にパネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を行う。また、可能

な限り定量的な評価に努める。 

(5) 評価項目・評価基準 

  技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

(6) 実施時期  

   技術に関する施策・事業終了後、成果の産業社会への波及が見極められる時点とする。 



 
                                                                                    

 

（プロジェクトの抜粋） 
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Ⅱ．技術に関する事業評価  

Ⅱ－１ プロジェクト評価  

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確か

。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指す 

結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明する 

こと｡ 

 

２．研究開発目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マッ 

プを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられている

か。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整合 

性をとったマイルストーンを設定すること。 

④中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

 

３．有効性・効率性等  

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において、

提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、研究開発事業と関連事業の関係を説 

明すること。 

・研究開発実施者の事業体制・運営は適切かつ妥当であるか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析

、費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場合



は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づいて

行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負担

を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

※知的基盤・標準整備等のための研究開発に特有の評価項目 

・成果に公共性は見込まれているか。 

・成果の公共性を担保するための措置が想定されているか、又は標準化した場合

に得られる経済効果は十分にあるか。無差別に公開されるものであるか。 

・公共財としての需要は見込まれているか。 

・公共財整備のための技術を民間能力を活用して開発することの妥当性はあるか。 

 ・成果を国際標準として提案する場合に、他国から賛同を得られる見通しはあるか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性  

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定して

いるか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）

が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性  

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの

作製等があったか。 

（２）目標の達成度は妥当か。 



・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す   

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性  

（１）事業化については妥当か。 

 ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決

方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合、以下の評価項目・評価基準による。 

 ４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

（１）標準化等のシナリオは妥当か。 

 ・ＪＩＳ化や我が国主導の国際規格化等に向けた対応は図られているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

 ・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

 ・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対

応の妥当性）。 

 ・採択スケジュール等は妥当であったか。 

 ・選別過程は適切であったか。 

 ・採択された実施者は妥当であったか。 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が

整備されているか、いたか。 

 ・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行わ

れる体制となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている

か。（ただし、公募要項に当該対話を実施することが明記されている研究開発で、

３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発を実施する研究者等を対象と

する。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・

国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向



コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について

（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応

の妥当性）。 

 ・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価  
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Ｐ１００１３ 

（環境安心イノベーションプログラム） 

「土壌汚染対策のための技術開発」基本計画 

 

環境部 

 

本基本計画は、平成２２年度から平成２６年度まで独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構（以下「ＮＥＤＯ」という。）が実施する事業内容として策定されたが、業務見直しによ

り平成２２年度末でＮＥＤＯ事業として終了することとなった。このため、本基本計画は平成２

２年度末で廃止し、平成２３年度以降の内容についてはＮＥＤＯは実施しない。 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

本研究開発の目的は、工場・事業場の操業中からの自主的な土壌汚染対策を促進するため、原

位置で行う回収・浄化機能等を有する低コストの土壌汚染対策技術（共通基盤的評価技術を含む。）

として、重金属等の原位置処理土壌汚染対策技術及び VOC（揮発性有機化合物）の微生物等を利

用した環境汚染物質の浄化技術を開発することである。 

 

①政策的な重要性 

本研究開発は重金属、VOC 等の化学物質によるリスクの削減に資するプロセス、手法の開発、

更には知的基盤の整備に関する技術開発であり、イノベーションプログラムの位置付けとしては、

「環境安心イノベーションプログラム」における化学物質総合評価管理として位置付けられてい

る。技術戦略マップ上の位置づけとしては、化学物質総合評価管理分野の技術マップ（リスク削

減）において「低環境負荷・高速修復型レメディエーション技術の開発」、「高効率有害重金属分

離技術の開発」、「ハロゲン含有難分解性有機物の安価な処理技術の開発」等、生物機能活用技術

分野の技術マップにおいて「生物機能を活用した環境維持・修復技術」として位置付けられてい

る。上位政策との関連から見た位置づけとしては、本研究開発は土壌汚染対策法の一部を改正す

る法律に対する付帯決議（平成 21 年 4 月 16 日参議院環境委員会）において土壌汚染対策の現状

にかんがみ未然防止措置について早急に検討を進めるとともに、工場等の操業中の段階から計画

的に土壌汚染対策に取り組むための措置を検討すること、中小企業などが抱えている課題につい

て配慮するよう努めるものとする決議を踏まえて実施する。また、本研究開発は第３期科学技術

基本計画における分野別推進戦略（平成 18年 3月、閣議決定）におけるライフサイエンス分野の

「戦略重点科学技術」の「生物機能活用による物質生産・環境改善科学技術」に位置付けられる。

また、本研究開発はライフサイエンスサミット（平成 20年 4月）での「最先端技術の社会への導

入が円滑に行える環境整備」において、「国民の安全・安心を確保した上で、」「遺伝子組み換え作

物の最先端技術の社会への導入が円滑に行えるよう、産学政官が一体となり、安全情報の収集や、

科学的分析、評価等必要な対策とその基盤の確立に取り組む」ことにより「バイオテクノロジー

に対する国民の理解の向上及び技術の恩恵の実感を伴った社会的受容の促進を図る。」との提言を

踏まえて実施する。 

参考資料３ 
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②我が国の状況 

土壌汚染は、鉛、砒素、トリクロロエチレンなど特定有害物質を取り扱う事業活動を主な要因

としており、土壌汚染対策を進めるためにはその前提として過去に操業していた事業所跡地も含

めて土壌汚染のある土地を的確に把握することが必要である。土壌汚染対策法では有害物質使用

特定施設の廃止時に土壌汚染状況調査を実施して汚染状態が法令で定める基準に適合しない場合

には指定区域として汚染の除去を行うなどの法令に基づく管理を行っている。平成 22年 4月から

施行される改正土壌汚染対策法では、自主的に調査をした結果として指定基準に適合していない

ことがわかった場合には、任意に区域の指定に係る申請ができる旨の新たな制度が創設された。

また、従来から行われてきた工場廃止時に実施される土壌汚染対策だけではなく、操業中からも

早期に対策を実施することは廃業時のリスクの低減、事業転換や事業拡大も期待されるため、資

金力に余裕のある大企業のみならず、中小企業においても自主的に取り組むことが望まれる。 

これまでに実施されてきた土壌汚染対策は汚染の程度にかかわらず掘削除去が選択される傾向

があり、掘削除去に比して対策費用が安価な盛土、封じ込め、原位置浄化等は少ない。重金属は

土壌に吸着しやすく原位置浄化が難しいこと等の理由から、重金属等の土壌汚染に対する対策と

しては掘削除去が多くを占めてきているが、掘削除去は費用が高額であり、汚染土壌の搬出時の

汚染拡散の懸念があり、膨大な汚染土壌を処理する処分場の容量が必要とされるなどの問題があ

る。効果的な土壌汚染対策を推進するためには、搬出される汚染土壌量が抑制されるような原位

置浄化技術の開発が急務であり、操業中に実施可能な土壌汚染対策技術の開発が必要である。ま

た、汚染箇所の多い VOC の原位置浄化の有力な方法の一つとして、バイオレメディエーションの

実用化に期待される部分が大きく、一部のバイオオーグメンテーションの事業については微生物

によるバイオレメディエーション利用指針（平成 17年 7月 30日経済産業省・環境省告示）（以下、

「指針」という。）への適合の確認も得られる状況となっている。しかしながら、指針に定められ

た生態系等への影響評価の範囲が広く、影響評価を実施すべき対象生物種が多数あり、そのコス

トの高さから新規参入の阻害要因にもなっており、指針の適切な解釈に基づき、かつ、経済的観

点から見ても過度の負担のない標準的な評価の基準づくりが求められている。更に、社会受容性

の観点から、重金属、VOC 等の土壌汚染対策を実施するうえで、土壌汚染のリスクやリスクに基

づく対策の考え方について国民の理解とリスクコミュニケーションの促進が求められている。 

 

③世界の取り組み状況 

2002 年にヨハネスブルグで開催された世界サミット において、ヨハネスブルグ宣言と共に採

択された実施計画の第23 項では、「予防的取り組み方法に留意しつつ透明性のある科学的根拠に

基づくリスク評価手順とリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著し

い悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020 年までに達成する」という国際合意が

なされている。各国では国際合意の達成に向けて取り組みを行っている。 

土壌汚染対策に関わる制度の整備や見直しが日本より先行した欧米では、土地毎の土壌汚染リ

スクに基づく評価や対策選定の考え方が定着している。日本と比べて、浄化対策の中で、掘削除

去が選択されることは少なく、浄化に要する期間は長いが低コストの原位置浄化技術が採用され
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ることも多い。一方、土壌汚染対策に関わる制度の整備が進みつつあるアジア諸国においては、

アジアに進出する欧米等の企業の自主的なマネジメントにより、土壌汚染対策に取り組まれてき

た。今後、アジア諸国においても土壌汚染リスクに基づく土壌汚染対策が進展していくと考えら

れる。 

 

④本事業のねらい 

本研究開発の目的は、工場・事業場の操業中からの自主的な土壌汚染対策を促進するため、原

位置で行う回収・浄化機能等を有する低コストの土壌汚染対策技術（共通基盤的評価技術を含む。）

として、重金属等の原位置処理土壌汚染対策技術及び VOC（揮発性有機化合物）の微生物等を利

用した環境汚染物質の浄化技術を開発することである。 

 

（２）研究開発の目標  

①過去の取り組みとその評価 

重金属は土壌に吸着しやすく原位置浄化が難しいこと等の理由から、重金属等の土壌汚染に対

する対策としては掘削除去が多くを占めてきているが、掘削除去は費用が高額であり、汚染土壌

の搬出時の汚染拡散の懸念があり、膨大な汚染土壌を処理する処分場の容量が必要とされるなど

の問題がある。効果的な土壌汚染対策を推進するためには、搬出される汚染土壌量が抑制される

ような原位置浄化技術の開発が急務であるが、これまでの研究開発にも関わらず、重金属等によ

る市街地の土壌汚染に関して低コストで実用的な原位置浄化手法は実現されていない。他方、汚

染箇所の多い VOC の原位置浄化の有力な方法の一つとして、バイオレメディエーションの実用化

に期待される部分が大きい。VOC の微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術については、これ

までの研究開発により、一部のバイオオーグメンテーションの事業については指針への適合の確

認も得られる状況となっている。しかしながら、指針に定められた生態系等への影響評価の範囲

が広く、影響評価を実施すべき対象生物種が多数あり、そのコストの高さから新規参入の阻害要

因にもなっている。 
 

②本事業の目標 

１）原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発 

①物理化学的処理対策技術の開発 

②生物的処理対策技術の開発 

最終目標（平成２６年度末） 

現状の対策費の１／２のコストを目標とする。ただし、現状の対策費の例として、掘削除去の

対策費は５万円／ｍ３の例がある。（平成 20年 3月、土壌環境施策に関するあり方懇談会報告書） 

 

中間目標（平成２４年度末） 

現状の対策費の１／２のコストで浄化が可能な手法について、技術評価［リスク削減効果、コ

スト］、社会評価［環境負荷、確実性・信頼性］、社会受容性［リスクコミュニケーションへの対

応］、産業競争力［普及・波及効果、将来性］のうち技術評価、社会評価、社会受容性の観点から
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見通しを得る。 

 

２）VOC の微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発 

最終目標（平成２６年度末） 

微生物に関する生態系等への標準的な環境影響評価及び安全性評価の基準作りを目標とする。 

 

中間目標（平成２４年度末） 

微生物に関する生態系等への標準的な環境影響評価及び安全性評価の基準作りについて、技術

評価［リスク削減効果、コスト］、社会評価［環境負荷、確実性・信頼性］、社会受容性［リスク

コミュニケーションへの対応］、産業競争力［普及・波及効果、将来性］のうち技術評価、社会評

価、社会受容性の観点から見通しを得る。 

 

③本事業以外に必要とされる取り組み 

ＮＥＤＯでは本研究開発の成果を広く啓蒙するために、セミナー、ユーザーフォーラム等をも

うけて、意見交換をおこない、多数の企業の参加を求める。また、経済産業省（以下、「ＭＥＴＩ」

という。）では、土壌汚染対策等に関する基礎的な調査を実施している。 

 

④全体としてのアウトカム目標 

本事業の成果により、操業中からの計画的な土壌汚染対策が推進され、事業転換や事業拡大に

繋がり、企業活動の活性化が期待される。重金属等の原位置浄化による土壌汚染対策技術開発の

成果により、掘削除去による過度な対策を抑制でき、搬出される土壌汚染量が抑制されることが

期待される。また、VOC の微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発の成果により、環境影

響評価及び安全性評価技術が明示されて微生物を利用した原位置土壌浄化技術の説明が容易とな

り、汚染現場に適用する際の社会受容性の向上が期待される。操業中からの土壌汚染対策の増加

とともにリスクコミュニケーションの頻繁な実施により、土壌汚染のリスクやリスクに基づく対

策の考え方について国民の理解の促進にも貢献すると期待される。 

 

（３）研究開発の内容  

 上記目標を達成するために以下の研究開発項目について研究開発を行う。 

 

【研究開発項目】 

１）原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発 

２）VOC の微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発 

 

［共同研究事業（ＮＥＤＯ負担率：２／３）］ 

１）原位置処理重金属等土壌汚染対策技術開発 

①物理化学的処理対策技術の開発 

②生物的処理対策技術の開発 
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掘削除去による過度な対策を抑制するため、重金属等の原位置浄化による低コストの効率的な

土壌汚染対策技術を開発する。なお、技術評価［リスク削減効果、コスト］、社会評価［環境負荷、

確実性・信頼性］、社会受容性［リスクコミュニケーションへの対応］、産業競争力［普及・波及

効果、将来性］等を重視した技術開発に優先的に取り組む。具体的には事業期間中に現場実証試

験等の実施により競合技術との比較評価を含めて実用化・事業化レベルを見極める。なお、現状

の対策費の１／２のコストを最終目標として開発を進めるが、例えば、ファイトレメディエーシ

ョンの浄化コストは植物の栽培、管理等の費用が必要であり、浄化期間が長期に及ぶ場合には更

にモニタリング等の費用が増加する可能性がある。また、植物体の処理を適切に行う必要があり、

その内容によりコストが変動していくことに留意が必要と考えられる。 

 

［委託事業］ 

２）VOC の微生物等を利用した環境汚染物質浄化技術開発 

指針の適切な解釈に基づき、かつ、経済的観点から見ても過度の負担のない標準的な基準作り

のために、バイオレメディエーションに使用する微生物の生態系等への影響評価の標準化に関わ

る開発を行う。具体的には、菌株の安全性及び環境影響評価技術の開発評価のための標準菌株候

補の選定等を行い、事業期間中に現場実証試験等の実施により実用化レベルを見極める。なお、

技術評価［リスク削減効果、コスト］、社会評価［環境負荷、確実性・信頼性］、社会受容性［リ

スクコミュニケーションへの対応］、産業競争力［普及・波及効果、将来性］等を重視した技術開

発に優先的に取り組む。 

 なお、本技術開発は、試験・評価方法、基準・プラットフォームの提案等、国民経済的には大

きな便益がありながらも、民間企業の研究開発投資に見合うものが見込めない「公共財の研究開

発」事業であり、委託事業として実施する。 

 

２．研究開発の実施方式  

（１）研究開発の実施体制  

技術ロードマップの策定プロセスや各種調査報告書等を通じて、ＮＥＤＯが重要と判断した研

究開発テーマについて、高い技術を有する単独ないし複数の原則本邦の企業と大学等の研究機関

（原則、本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業等（大学、

研究機関を含む）の特別の研究開発能力、研究施設等の活用または国際標準獲得の観点から国外

企業等との連携が必要な部分を、国外企業等との連携により実施することができる。）から公募に

よって研究開発実施者を選定後、共同研究契約等を締結する研究体を構築し、委託または、共同

研究として開始したものである。各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の

活用により効率的な研究開発の推進を図る観点から、必要に応じて各研究開発項目にＮＥＤＯが

委託先決定後に委嘱する研究開発責任者（プロジェクトリーダー等）を設置し、その下に研究者

を可能な限り結集して効果的な研究開発を実施する。また、外部有識者からなる技術検討委員会

を開催し、事業の進捗状況及び進め方について検討、管理していく。なお、技術検討委員会は必

要に応じて分科会をもうけて各研究開発項目のより具体的、専門的な意見を運営管理に反映する。 
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（２）研究開発の運営管理  

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯは、ＭＥＴＩ及び研究開実施者と密接な連

携を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発の目的及び目標に照らして適切

な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて技術検討委員会等における、外部有識者の意

見を運営管理に反映させる他、半年に一回程度、プロジェクトリーダー等を通じてプロジェクト

の進捗について報告を受けること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成２２年度から平成２６年度までの５年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯは、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義、

将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成２４年度に、

事後評価を平成２７年度に実施する。また、中間評価結果を踏まえ必要に応じプロジェクトの加

速・縮小・中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、研究開発に係る技術動向、

政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。 

 

５．その他の重要事項 

（１）研究開発成果の取扱い  

①共通基盤技術の形成に資する成果の普及 

得られた研究開発の成果のうち、共通基盤技術に係る研究開発成果については、ＮＥＤＯ、研

究開発実施者とも普及に努めるものとする。  

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

 得られた研究開発の成果であって可能なものは、知的基盤整備又は標準化等との連携を図るた

め、データベースへのデータの提供、標準案の提案等を積極的に行う。 

③知的財産権の帰属  

委託研究開発及び共同研究の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定に基づき、原則

として、全て委託先に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯは研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、国内外の研究開発動向、

政策動向、プログラム基本計画の変更、評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗

状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に

行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第１項第二号
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に基づき実施する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

平成２２年３月、制定。 

 平成２３年２月、平成２３年３月３１日に本事業廃止に伴う改訂 
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