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要 旨

クリーニング事業者が汚染原因と推定される比較的小規模な土壌・地下水汚染の調査分
析および浄化対策の事例を紹介する。汚染の中心はテトラクロロエチレンを使用する洗浄
機の付近にあること，汚染された土壌の深さは数メートル以内にあることが多かった。浄
化対策として，土壌ガス吸引法あるいは地下水揚水法を単独または併用することによって
一定の効果をあげることができた。

1. は じ め に

兵庫県ではテトラクロロエチレン（PCE）などの

揮発性有機化合物（VOC）による地下水汚染事例に

関して，県下の汚染地区における周辺地下水調査

や土壌ガス概況調査，ボーリング調査などの一連

の調査を実施して汚染状況の詳細な把握に努めて

きた。その結果，VOC汚染については大部分の

汚染地区について汚染源の究明，汚染箇所の状況

把握が終了し，汚染原因が判明したところでは浄

化対策の実施を進めている。

環境省のまとめ１）では，VOCによる地下水汚染

の主たる汚染原因者の業種としては洗濯業（ク

リーニング事業場）がもっとも多かったことが示

されているが，兵庫県においても全国の結果と同

様な結果が得られている。われわれが行った調査

によると，クリーニング事業場が汚染源である事

例においては，地質や汚染の度合いなどに個別な

要素があるものの，全般的に類似した汚染状況を

示すことや浄化に向けての取組み方にも共通点が

多いことを経験的に見出している。

ここでは，汚染原因がクリーニング事業場と推

定された９事例を取りあげて，事業場内での土壌

ガス調査やボーリング調査などの詳細調査から得

られた汚染の特徴や浄化対策へのつながり，浄化

対策の経過等を紹介することとする。

2. 詳細調査の方法および結果

2.1 調 査 地 点

調査対象はいずれもクリーニング事業場で，９

地点のうち７地点は現在も操業中であるが，２地

点は廃業し跡地は住宅に使用されている。操業中

の７地点のうち５地点では現在も PCEを溶剤と

した洗浄機（パーク機）が使用されており，２地点

では石油系機械への転換が行われている。

2.2 詳細調査の方法２）

詳細調査は，対象地内の汚染状況および高濃度

汚染範囲の把握を目的とした表層土壌ガス調査と

対象地の地質および汚染の垂直分布の把握を目的

としたボーリング調査により実施した。
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2.2.1 土壌ガス調査

土壌ガスの調査ポイントは，原則的には対象地

内を数メートルメッシュに区切って，メッシュご

とに１カ所の割合で設定したが，対象地の状況に

応じてメッシュの大きさやポイント数は適宜変更

した。土壌ガスは，電動ドリルまたはハンドオー

ガーを用いて表層土壌に直径１５mm，深さ約１m

の穴を掘り，その穴にガス採取管を挿入し吸引ポ

ンプを用いてテドラーバッグに採取した。採取し

た土壌ガスは，PID―GCまたは吸着管濃縮―GC／

MS法により，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（DCE）の濃

度を測定した。

2.2.2 ボーリング調査

土壌ガス調査により明らかになった高濃度汚染

箇所を中心に，対象地内で数カ所のボーリング調

査を行った。地点数は対象地の状況に応じて２～

６カ所であった。

ボーリングは，まず表層部から外径６５mm，内

径５１mm，長さ１，２９０mmのコアサンプラーを地

中に打ち込んで土壌のオールコアを採取し，その

後，ロータリー式ボーリングマシンを使用してそ

の深さまでケーシングを土壌中に打ち込む，そし

て再度コアサンプラーを地中に打ち込んで土壌の

オールコアを採取する，という操作を繰り返すこ

とにより所定の深さまでボーリングを行った。掘

削深度は地下水の第１帯水層の深さまでとするこ

とを基本とし，結果的には４m前後の深さにな

ることが多かった。

2.2.3 分析用土壌採取と分析方法

溶出濃度を測定するための土壌試料は，コアサ

ンプルの中から地層の変化する部位，および均質

な地層が連続する場合はおおむね１mごとに採

取した。分析対象物質はきわめて揮散しやすい物

質であることから，揮散によるロスを最小限に抑

えるため土壌試料の調製は現地で行った。溶出試

験用としては，容量５０mlの遠沈管に土壌５gを

採取し精製水で満水にして密栓した状態で研究所

に持ち帰り，５時間振とう機にかけて汚染物質を

水層に溶出させ，水層を遠心分離後ヘッドスペー

ス法で分析した。

2.2.4 ボーリング孔を利用した観測井戸または対策井

戸の設置

掘削後のボーリング孔には内径５０mmの塩ビパ

イプを掘削深さまで挿入して，これを観測用井戸

あるいは処理対策用井戸として用いることとし

た。パイプには，対象地の地質および地下水位に

応じて，地表から０．２５～３．０mの深さからパイプ

の底までの間に開孔率が１％以上になるようにス

トレーナーを設けた。

図 1 表層土壌ガス調査およびボーリング調査で観測された土壌ガス，土壌，地下水中のテトラクロロエチレン（PCE）
濃度，および地質図

A～Iは地点番号，地点番号下の�内数値は各地点における土壌ガス濃度の最高 PCE濃度 ppmVを示す。地質柱状
図の中の数値は，垂直方向の中での PCE溶出濃度（mg／l）最高値を，検出された深さの位置に記している（地点 Dのみ
含有量mg／kg）。地質柱状図下の数値はボーリング孔中の地下水 PCE濃度（mg／l）を示す。
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2.3 詳細調査結果の概要

土壌ガス調査およびボーリング調査結果の概要

を図 1に示した。

2.3.1 土壌ガス調査

図 2に土壌ガス濃度分布例として A，B，F，G

の４地点の結果を示したが，全体的には，土壌ガ

ス中の PCE濃度が１０ppmを超える比較的高い濃

度は事業場（作業場）内のほぼ全域にわたって観測

され，汚染の中心と目される高濃度箇所はパーク

機設置場所あるいは以前パーク機が設置されてい

た場所付近にあることが多かった。汚染中心部の

土壌ガス PCE濃度はすべての地点で１００ppm以上

（１，０００ppm前後の濃度が観測された事例が多い）

を示した。

2.3.2 ボーリング調査

観察された地質の種類は，垂直方向の分布状況

は異なるものの，砂層，砂れき層と砂れき混じり

シルト（または粘土）層が主なものであった。そし

て，地下水位はいずれの地点においても４mよ

り浅く，とくに，F，G，Hでは１m程度という

きわめて浅い水位であった。

土壌からの汚染物質（PCE）溶出濃度は，すべて

の地点において土壌環境基準を超える濃度が検出

された。とくに，E，Gではそれぞれ１００mg／l，３９

mg／lという飽和に近い高濃度を示した。また，９

例のうち３例が地表から０．５mまでの表層部に高

濃度部位が存在し，他の事例についても地下水位

付近かそれより浅い部分に最高濃度を示す部位が

存在していた。そして，最高濃度を示した深さの

地質は，いずれもシルトまたは粘土を含む土質で

あった。

2.3.3 地下水の濃度

ボーリング孔に設置した地下水の PCE濃度は，

その場所の土壌溶出濃度に近似した濃度が観測さ

れている。中でも，Eと Gではそれぞれ６２，９８mg

／lという PCEの飽和濃度に近い高い濃度が観測

され，I以外の地点で地下水環境基準を超過する

濃度が観測された。

3. 浄化対策への展開

3.1 浄 化 方 法

表 1に各地点に適用した浄化技術の概要を示

した。

浄化方法としては，高濃度汚染部位が数メート

ル程度と浅く，土壌ガスの濃度が高いなどの理由

から，簡易経済的浄化手法２，３）として評価されて

いる土壌ガス吸引法を基本とした。そして，E，F，

G，Hの４カ所では，地下水位が浅く地下水中の

濃度が高濃度であり，揚水処理によっても高い除

去効果が期待されることから，ガス吸引法と地下

水揚水法を併用することとした。

対策井の形状は，土壌ガス法を適用し A，B，C，

Dの場合は，ボーリング孔に埋設した塩ビ製有孔

管とし，併用方式の場合は，Eは土壌ガス吸引井

と同じものをガス・水共用とし，Fはガス用と揚

水用を個別に設置，G，Hでは１本の井戸を２重

図 2 クリーニング事業場内土壌ガス調査で観測された土壌ガス中 PCE濃度の分布
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管にしてガスと水をそれぞれ別配管で吸引する方

式とした。なお，Gでは透水性の低さから揚水量

がきわめて少ないこと，および現在アパートと

なっている建屋下の汚染除去が不可欠であると判

断されたことから，途中から建屋下に水平井戸を

設置して建屋下のガスおよび地下水を吸引するよ

うに井戸の形式を変更した。

なお，Iについては汚染範囲がきわめて狭く，

地下水の汚染が生じていないこともうかがえたの

で，表層の汚染土壌を掘削除去する対策をとるこ

ととした。

3.2 装置稼動概要

土壌ガスの吸引速度は２０～６０m３／hr，対策井内

の真空度は－０．０１～－０．００１MPaであり，吸引ポ

ンプの能力に応じた差がみられたが，対策地の地

質の影響や目づまり等の障害が発生することはな

かった。一方，地下水の揚水速度は装置能力以外

に地質や地下水量などが影響して６～２００l／hrと

差が大きかった。

吸引土壌ガスおよび揚水地下水に含まれる汚染

物質は活性炭で処理したのち排気，排水した。な

お，地下水の処理においては，ばっ気処理で汚染

物質を除去する方法と地下水を水用活性炭で処理

する場合の２種類から選択した。

１日の装置稼働時間は，Aと Dが２４時間連続稼

動であるのに対し，他の地点は装置稼動に伴う騒

音に配慮して昼間約１０時間のみとなっている。装

置の稼働効率を上げるためにも，２４時間稼動がで

きるような低騒音型の装置の設置が望ましいよう

である。

3.3 浄化経過および浄化結果

表 2に各地点の浄化経過の概要を示した。

3.3.1 浄 化 期 間

平成１５年度末時点での浄化期間（一部はすでに

対策を終了している）は，半年で終了した事例や，

約７年が経過した現在も継続している事例もあ

る。延べ装置稼動時間数は，Aが２万４，０００時間（３

年）で最長であり，次いで Gが１万２，０００時間（７

年），Dが６，７００時間（１年），Hは５，６００時間（３年）

などとなっている。

3.3.2 濃度の推移

表 2に示したように，浄化の実施によって，土

壌ガスおよび地下水の PCE濃度は，いずれの地

点においても順調な低下を示している。たとえば，

もっとも初期濃度が高かった Eにおいては，初

期濃度が土壌ガス５，７００ppmV，地下水１６０mg／lで

あったのが，３年間の浄化対策によりそれぞれ０．７

ppmV，０．７mg／lに低下し，顕著な浄化成果が得ら

れている。図 3，4，5に A，E，Gの３地点を例

にとって，詳細な浄化経過を示した。

表 1 各地点に適用した浄化技術の概要

地点名 浄化方法 吸引井戸形状
ガス吸引速度（G）m３／hr

（吸引圧力 MPa）
揚水速度（W）L／hr

土壌ガスおよび
地下水の処理方式

１日の稼働時間

A 土壌ガス法 塩ビ製有孔管 G２０～６０（－０．００８） 活性炭処理 ２４時間

B 土壌ガス法 塩ビ製有孔管 G４８（－０．０１） 活性炭処理 昼間約１０時間

C 土壌ガス法 塩ビ製有孔管 G２６（－０．００１） 活性炭処理 昼間約１０時間

D 土壌ガス法 塩ビ製有孔管 G２４（－０．００１） 活性炭処理 ２４時間

E
土壌ガス
揚水法併用

塩ビ製有孔管
（ガス・水共用）

G６０（－０．０１）
W２０

ガス：活性炭処理
水：ばっ気処理（ばっ
気空気は活性炭処理）

昼間約１０時間

F
土壌ガス
揚水法併用

ガス吸引井と揚
水井を別に設置 G２０ W５０ ガス，水：活性炭処理 昼間約１０時間

G
土壌ガス
揚水法併用

２重管式井戸
（４年目から水
平井戸に移行）

G３０～６０（－０．０１）
W６
（水平井戸W５０～２００）

ガス，水：活性炭処理 昼間約１０時間

H
土壌ガス
揚水法併用

２重管式井戸
G６０（－０．００３）
W１２

ガス：活性炭処理
水：ばっ気処理（ばっ
気空気は活性炭処理）

昼間約１０時間

I 土壌掘削除去 ―― ―― ―― ――
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� 土壌ガスによる浄化事例

A（図 3）は土壌ガス法による浄化経過である。こ

こでは A２および A３の２カ所で浄化を行ってき

たが，最初は汚染度の高い A２から浄化を開始し，

当初１００ppm程度であった土壌ガス濃度が１２，０００

時間（約１．５年）経過した時点で１ppm前後に低下

した。そこで，対策井を約３m離れた A３に変更

して浄化を進めた結果，濃度が低くなった A２よ

り高めの濃度のガスを吸引することができるよう

になり，浄化効率の向上を図ることができた。

なお，この地点では土壌ガスのみによる浄化を

行っているが，ガス濃度の低下に対応する形で地

下水濃度も同時に低下しており，ガス吸引による

土壌浄化が地下水濃度の低下にも有効に寄与して

いることを示している。

� 土壌ガス・地下水揚水併用処理事例

土壌ガス吸引と揚水処理を併用した E（図 4）で

は，約５mの間隔をあけた２地点（E１，E２）に

対策井を設けて，最初は２本の対策井を同時に吸

引し，濃度が低下した時点で高濃度側の１本の井

戸単独の吸引に切り替える方法により浄化を行っ

た。浄化開始当初から，土壌ガス，地下水それぞ

表 2 浄化経過の概要

地点名 浄化対策の経過等
浄化期間
（積算浄化期間）

初期濃度
ガス（G）
ppmV

最終濃度
水（W）
mg／l

PCE除去量
（kg）

平均除去速度
（g／hr）

A
最初の対策井の濃度が低下し
た時点で対策井を変更 ３年（２４，０００時間） G１５０ G４．４ G１０５ G４．４

B
最初の対策井の濃度が低下し
た時点で対策井を変更 １．５年（４，０００時間） G２０ G０．４ G２３ G５．８

C 短期間で終了 ０．５年（１，６００時間）＊ G９２ G１．６ G１．８ G１．１

D
吸引井４カ所を適宜切り替え
て処理 １年（６，７００時間） G３６０ G４．０ G８８ G１３

E
ガス，水共用の対策井２カ所
（最初の対策井の濃度が低下
した時点で対策井を変更）

３年（４，６００時間）＊
G５７００
W１６０

G０．７
W０．７

G１６．５
W０．７

G３．６
W０．１５

F
初期に高濃度のガス，水が吸
引され順調に経過 ３年（２，２００時間）

G１６０
W３９

G０．５
W０．１

G８．６
W４．６

G３．９
W２．１

G
当初は垂直井戸（２重管式），
４年目から水平井戸（揚水主
体）に移行

垂直井戸３年（６，０００時間）
水平井戸４年（６，０００時間）

G６９０
W９８

G２０
W０．７

G５９
W０．９０

G９．８
W０．１５

H
２重管式，水濃度の低下が緩
慢（高濃度汚染土１．８m３の除
去を実施）

３年（５，６００時間）＊
G７９
W７．３

G２．１
W２．４

G７．２
W０．１５

G１．３
W０．０３

I 土壌除去量３．３m３ ―― ―― ―― ―― ――

＊浄化対策終了

図 3 土壌ガス法による浄化経過（地点 A）

図 4 土壌ガス法，地下水揚水法併用処理の浄化経過
（地点 E）
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れ１，０００ppm，１６０mg／lというきわめて高濃度の

PCEが吸引され，地下水の揚水量は２０l／hrと比較

的多量に揚水されていることから，併用処理の効

果があったものと判断される。４，６００時間（３年）

の浄化により土壌ガスで０．７ppm，地下水で０．７mg

／lにまで濃度を低下させることができた。

� 水平井戸による浄化事例

G（図 5）では，他の地点と同様な垂直井戸によ

る浄化を行ってきたが，その方法では建屋下に残

留する高濃度部分の浄化ができないと判断された

ので，建屋下に水平井戸を敷設して浄化を行うよ

うに変更した４）。水平井戸の設置によって，揚水

量は６l／hrから２００l／hrに改善され，垂直井戸の

ときよりも高い濃度の土壌ガスや地下水が処理さ

れるようになり，浄化効果の大幅な改善につな

がった。

3.3.3 除去量および除去速度

浄化対策によって除去された量については，土

壌ガス処理の場合は吸引ガス量にガス中 PCE濃

度を乗じて，地下水処理の場合は揚水量に PCE

濃度を乗じて算出した。

土壌ガスによる除去量は，Aが１０５kg（３年）で

もっとも多く，次いで Dが８８kg（１年），Gが５９kg

（７年）などであり，揚水による除去量は，Fが４．６

kg（３年），Gが０．９kg（７年），Eが０．７kg（１年）な

どであった。

土壌ガス・地下水揚水併用処理を行った地点に

ついて，土壌ガス法と地下水揚水法の除去効果を

比較した。表 2に示したように，E，G，Hにつ

いては土壌ガスによる除去量の方が圧倒的に多

かった。これは，地下水位より上部にある土壌の

高濃度汚染箇所の汚染物を土壌ガスによって効率

的に除去できた結果であると考えられる。一方，F

については土壌ガスから８．６kg，地下水から４．６kg

とほぼ同程度の PCEが除去されていた。Fでは地

下水位がきわめて浅く，しかも土壌の高濃度箇所

が地下水位付近であったことから，高濃度の地下

水が多量に揚水されて除去効果が大きくなったも

のと推定される。

単位時間に除去される汚染物質量（除去速度）

は，当然汚染物質濃度により決まってくるわけで

あるが，浄化全期間を通じた除去速度（全除去量

を装置稼働時間で除して求めた）は，土壌ガス処

理の場合で１．１～１３g／hr，揚水処理の場合で０．０３

～２．１g／hrであり，土壌ガスからの除去速度の方

が大きいという結果であった。前記のように地下

水位より上の部分の汚染を土壌ガスで浄化したと

いうことに加えて，ガス吸引の方が揚水に比べて

量的に安定して吸引できるということも関係して

いるかもしれない。

3.3.4 ガス吸引の影響範囲

土壌ガス吸引法では，土壌ガスは真空ポンプま

たはブロワを用いて吸引され，対策井戸周辺の土

壌中は減圧状態になっている。図 6は D地点に

おいて処理装置を稼動させたときの周辺部の土壌

中真空度（深さ２５cm）を測定した結果である。真

空度は対策井戸からの距離が０．５mで１／２，１m

で１／３，１．５mで１／５と距離に反比例して低くなっ

ている。約２m離れた場所でも若干の真空状態

であることからみて吸引の影響は２m程度には

及んでいるものと推定される。したがって，複数

図 5 土壌ガス法，地下水揚水法併用処理の浄化経過
（地点 G）
垂直井戸から水平井戸への変更を伴う

図 6 土壌ガス吸引時の土壌中真空度
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の井戸を設置する場合，間隔は２m程度以内に

する必要があるだろうと考えている。

3.3.5 吸引停止後の濃度変化

通常，浄化装置（吸引装置）は１台で対応しなけ

ればならないことが多い。その状況で広い範囲を

カバーするためには，対策井を複数設置して同時

または交互に変更しながら吸引することが有効で

ある。紹介したほとんどの事例ではこの方法で浄

化を行っている。図 3，4にはその経過を示して

いる。ただ，図 3の A２井戸のガス濃度の経過を

みてわかるように，吸引を停止した後に元の井戸

の濃度が再び上昇に転じる傾向にあるのが一般的

であった。したがって，濃度が低下したからといっ

て浄化が完了したと判断するのではなく，再度元

の井戸にローテーションするなどの対応が必要と

判断される。

3.3.6 テトラクロロエチレン分解生成物の浄化

地下水あるいは土壌中では，PCEは嫌気的条件

で脱塩素化されて TCE，DCEへと順次分解され

るとされ，ここで取り上げた事例においてもほと

んどの地点で PCEと同時に TCEや DCEがかなり

高濃度で検出されている。そのような場所での分

解生成物を含めた浄化経過の例を図 7に示した。

土壌ガス中の PCE，TCE，DCEの３物質の濃度は

ほぼ同じ傾向で減少しており，土壌ガス吸引に

よって，PCEだけでなく TCEや DCEなどの揮発

性の分解生成物も同時に浄化されている。

3.3.7 浄化の終了時期について

９地点のうち C，E，Hの３地点ではすでに浄

化対策を終了しているが，必ずしも明確な判断基

準に基づいたものではなく，各種事情等により終

了を余儀なくされた場合も含まれている。

これまでのところ２地点については，対策を終

了するに当たって，対象場所および周辺地域にお

いて地下水調査，ボーリング調査等を再度実施し，

周辺のモニタリングを継続する対応をとっている。

お わ り に

クリーニング事業場が原因と推定される小規模

土壌・地下水汚染地域における調査・対策事例を

紹介し，土壌ガス法および地下水揚水法が比較的

小規模な土壌・地下水汚染に対して有効であるこ

とを示した。これらの技術は，それほど大がかり

な装置や経費を必要としないため，簡易経済的浄

化手法として，資力に乏しい汚染者が適用できる

対策技術の１つとして有効と考えられる。

ただ，浄化時間が経過するにつれて土壌ガスや

地下水の濃度が低下し，浄化開始時のような顕著

な濃度低下がみられなくなったとき，当然浄化効

率が低下し浄化コストも上昇してくる。同時に，

汚染原因者の浄化継続へのモチベーションも低下

気味になることも経験している。しかし，この段

階では土壌や地下水の浄化は未完了であることが

多く，さらに浄化を継続することは不可欠である。

このような段階においては，ここで示した方法

以外により低い濃度に対して効果的な方法，たと

えば微生物の分解活性を利用したバイオレメディ

エーションや反応剤を注入した原位置で分解する

方法などが有効であるかもしれない。最近，これ

らの技術についても実証が進みつつあるようであ

り，今後の技術発展や知見の集積を期待したい。
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－ジクロロエチレン（DCE）濃度の推移
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