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摘　　要
ダイオキシンや環境ホルモンによる土壌汚染が大きな環境問題となっている。汚染

が高濃度で集中的に存在する場合は、化学試薬を用いる脱塩素化法等が実用化されて
いる。一方、汚染が低濃度で広範囲に存在する場合は、微生物を用いる生物的浄化法
以外に有効な方法はないが、実用的な浄化法は見出されていない。これらの汚染土壌
を浄化するため、天然からダイオキシン分解菌を選抜する方法を開発した。そして、
選抜菌を用いたバイオレメディエーション（生物環境浄化）によるダイオキシン汚染土
壌の浄化法について検討し、その浄化法を開発した。さらに、選抜菌を用いた環境ホ
ルモン汚染土壌の浄化法も明らかにするとともに、選抜菌からの酵素や酵素をカプセ
ル化した製剤により環境ホルモン汚染土壌が浄化できることを見出した。
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バイオレメディエーション、木材腐朽菌
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1．はじめに

ゴミ焼却炉等から環境中に放出されたダイオキシ
ン類や DDT、リンデンなどの環境ホルモンによる
土壌汚染が大きな社会問題となっている 1）。焼却炉
内で発生するダイオキシン類の量は焼却炉の改良・
開発や 700℃以上の高温での連続運転などにより、
大幅に減少（97％以上）した。また、大気中に放出さ
れるダイオキシン類の量も規制されるようになり、
焼却施設から環境中に放出されるダイオキシンによ
る環境汚染の問題は解決されたと考えられる。しか
し、既に環境中に放出され低濃度で広範囲に存在す
るダイオキシン類による土壌汚染の問題は依然とし
て未解決のままである。さらに、かつて農薬として
使用され土壌中に残存している DDT、リンデン等
や事業体などから環境中に排出された PCB（ポリ塩
化ビフェニル）などの環境ホルモンによる土壌汚染
の問題も依然として未解決のままである。これらの
汚染が高濃度で集中して存在する場合の浄化法は、
既に実用的な汚染浄化法も明らかにされている 2）。
しかし、低濃度で広範囲に存在するダイオキシン汚

染土壌及び環境ホルモン汚染土壌を浄化する実用的
な浄化法は見出されていない。この汚染を浄化する
には微生物を用いたバイオレメディエーション以外
に有効な方法はない。しかしながら、これらの汚染
物質を分解できる微生物を選抜する方法も、またこ
の微生物を用いた浄化法の検討もほとんどなされて
いない。ここでは、環境汚染浄化法、土壌中のダイ
オキシン類の浄化法、天然からのダイオキシン分解
菌の選抜法について述べるとともに、その選抜菌を
用いたダイオキシン汚染土壌及び環境ホルモン汚染
土壌の浄化について述べる。

なお、一般的にはダイオキシンとはポリ塩化ジベ
ンゾ -p- ダイオキシンそれのみを意味するが、類似
の毒性を示す、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナ
ーPCB を含めてまとめてダイオキシン類といわれ
ている。本稿ではダイオキシン類としてダイオキシ
ンを含めて述べる。

2．環境汚染浄化法

環境汚染を浄化する方法は、（1）自然浄化法、（2）
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太陽光や紫外線等を用いる物理的方法、（3）化学試
薬や触媒を用いる化学的方法、（4）微生物や植物を
用いる生物的方法に大別できる。高濃度で集中して
存在する汚染を浄化する場合は、短時間で浄化がで
きる物理的及び化学的浄化法が用いられる。これら
の浄化法は、土壌の移動などを伴うため、浄化費用
は高価である。一方、低濃度で広範囲に拡散して存
在する汚染を浄化する場合は、生物的浄化法以外に
有効な浄化法はない。この浄化法は低コストでの浄
化が可能であるが、浄化に長時間がかかる欠点があ
る。生物を用いて環境浄化をしようとするいわゆる

「バイオレメディエーション（生物環境浄化：生物を
用いて環境浄化をすること）」3）の研究も近年活発に
行われるようになってきた。微生物や植物を用いて、
環境汚染物質を分解浄化することができれば、地球
環境の保全の観点からも非常に有益と考えられる。

3．ダイオキシン類により汚染された土壌の浄化

環境中に放出されたダイオキシン類による汚染土
壌の浄化法として、上で述べたように自然浄化、光
を用いる浄化法、化学的浄化法、生物的浄化法があ
る。これらの浄化法は、ダイオキシン類だけでなく
環境ホルモンによる汚染土壌の浄化にも適応でき
る。
3.1　自然浄化法

自然の浄化能力に依存しているため、浄化能力を
超えた分は浄化できない。そのため、浄化に長時間
かかる。Kearney ら 4）は 2,3,7,8- テトラクロロジベ
ンゾ -p- ダイオキシン（2,3,7,8-TCDD）を添加した土
壌中の微生物による 2,3,7,8-TCDD の浄化への影響
を調べた。10 ppm 添加した場合、約 1 年間で約 30％
～ 44％の 2,3,7,8-TCDD が分解されたことから、土
壌中のダイオキシン類の分解には長時間を要するこ
と を 示 し た 。 ま た 、 土 壌 中 等 に 含 ま れ る
2,3,7,8-TCDD の半減期（初期濃度の半分に減少する
時間）は土壌中では 10 ～ 12 年 5）、湖の底質中では
550 ～ 590 日 5）といわれている。
3.2　光を用いる浄化法

光を用いる浄化法は、太陽光や紫外線 6）によりダ
イ オ キ シ ン 類 を 分 解 浄 化 す る 方 法 で あ る 。
2,3,7,8-TCDD を完全分解するには、太陽光では 24
時間、紫外線では 8 時間必要といわれている。最近、
環境中に放出されたダイオキシン類などを光触媒

（酸化チタンに光を当てるだけで、表面に接触した
ダイオキシン類等の有機物を分解する）で除去する
方法 7）も開発されている。
3.3　化学的浄化法

化学的浄化法として、化学試薬を用いた脱塩素化
法による方法がダイオキシンやコプラナーPCB な
どのダイオキシン類に汚染された土壌の浄化法 8）と
して浄化費用は高価であるが実用化されている。

3.4　生物的浄化法
生物的浄化法は、環境に放出され低濃度で広範囲

に存在するダイオキシン類の分解浄化に有効であ
る。この方法は、長時間を要するばかりでなく、開
放系なので環境への負荷も考えられる。また、微生
物による分解もダイオキシン類の塩素置換数が多く
なるに従って低下する傾向があるといわれている。
しかし、ダイオキシン類の分解能力の高い微生物を
見出すことや微生物の管理をうまくすれば、環境を
変えることなく（たとえば、土壌の入れ替え等）、土
壌中のダイオキシン類を分解浄化することができ
る。

4．微生物によるダイオキシン類の分解

ダイオキシン類を分解できる微生物は、バクテリ
アと木材腐朽菌に大別できる。
4.1　バクテリアによるダイオキシン類の分解

Wilkes ら 9）は Sphingomonas 属菌により、1 塩素
および 2 塩素置換ダイオキシン類が分解される（1
置換体、約 60％～ 100％、2 置換体：約 10％～ 80％）
こと、ダイオキシン類の分解にジオキシゲナーゼが
関与していること、Sphingomonas 属菌では塩素置
換数 3 以上のダイオキシンは分解されない 9）ことも
報告した。しかし、その後、分解率は高くないが 6
塩素置換体ダイオキシン類も分解できることを報告
している 10）。また、5 塩素置換体ダイオキシン類を
分解できる Pseudomonas 属菌や他のバクテリアも
見出されているが分解率は高くない 11）。
4.2　木材腐朽菌によるダイオキシン類の分解

木材腐朽菌、特に白色腐朽菌は広範な難分解性の
芳香族化合物を分解できるため、ダイオキシン類の
分解に用いられている。この菌はバクテリアでは分
解できない多塩素置換体のダイオキシン類を分解で
きるので、ダイオキシン類による土壌汚染を浄化す
る場合に大きな役割を果たすものと考えられる。

Bumpus ら 12）は木材腐朽菌の一種、Phanerochaete 
chrysosporium により、2,3,7,8-TCDD や 3,3',4,4'- テ
トラクロロビフェニル（3,3',4,4'-TCB）などの難分解
性物質が、分解率は低いながらも分解できることを
示した。その後、Valli ら 13）、筆者ら 14）－ 18）、Takada
ら 19）により木材腐朽菌を用いたダイオキシン類の分
解が報告されている。Valli ら 13）は、P. chrysosporium
により 2,7 - ジクロロジベンゾ -p - ダイオキシン

（2,7-DCDD）が分解（50％、27 日培養）できること、
Takada ら 19）は P. chrysosporium 及び Phanerochaete 
sordida により低濃度（500 pg）の多塩素置換ダイオ
キシン類が分解（約 40％～ 60％、14 日培養）できる
ことを報告している。筆者ら 14）－ 18）はダイオキシン
分解菌の選抜法（後述）を開発し、選抜した数種の木
材腐朽菌により 2,7-DCDD、2,4,8- トリクロロジベ
ンゾフラン（2,4,8-TCDF）、2,3,7,8-TCDD、2,3,4,7,8-
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ペンタクロロジベンゾフラン（2,3,4,7,8-PCDF）が分
解できることを示した（分解率：60％～ 95％）。

5．木材腐朽菌の特徴及びリグニン分解酵素

5.1　木材腐朽菌の特徴
木材腐朽歯は、木材を腐朽できる菌の総称で、褐

色腐朽菌と白色腐朽菌に大別できる 20）。木材腐朽菌
は好気性の菌である。褐色腐朽菌は、木材の三大主
要成分のうち、セルロース及びヘミセルロース（い
ずれも糖の重合物）を分解し、リグニン（シンナミル
アルコール類の重合物）はほとんど分解しない。白
色腐朽菌はリグニンを分解できる菌であるが、（1）
リグニンを優先的に分解するタイプの菌と、（2）リ
グニンも分解するがヘミセルロースやセルロースも
分解するタイプの菌に分けられる。
5.2　リグニン分解酵素

リグニンを分解する酵素はリグニナーゼと総称さ
れ、リグニンペルオキシダーゼ（Lip）、マンガンペ
ルオキシダーゼ（MnP）およびラッカーゼ（Lac）の 3
種が見出されている 20），21）。Lip および MnP はその
作用時に過酸化水素を必要とする。Lip はフェノー
ル性及び非フェノール性化合物を分解する。一方、
MnP および Lac はフェノール性化合物は分解する
が、非フェノール性化合物は分解できない。しかし、
メディエーター 22）を用いれば、MnP や Lac も非フ
ェノール性化合物を分解できることも見出されてい
る。これら三種の酵素の基質特異性は低い 20），21）。
リグニナーゼの基質特異性の低さのため、木材腐朽
菌はバクテリアでは分解できない各種の難分解性芳
香族化合物を分解できる。

6．ダイオキシン分解菌の選抜法の開発

木材腐朽菌を用いてダイオキシン類などに汚染さ
れた土壌を浄化するためには、ダイオキシン類分解
能の高い菌を用いることが重要である。しかし、ダ
イオキシン分解菌を選抜する方法は明らかにされて
いなかった。そこで、筆者ら 14），15）はリグニンの構
造の一部がダイオキシンのそれと類似していること
に着目し、一種の色素を指標として用いるダイオキ
シン分解菌選抜法を開発した（図 1）。その選抜の様
子を図 1 に示した。この選抜法により天然から数
種のダイオキシン分解菌を単離した。単離した選抜
菌はいずれも木材腐朽菌であった。また、選抜菌は
ダイオキシンだけでなく、ダイオキシン類、ポリ塩
化ジベンゾフラン、コプラナーPCB も効率よく分
解できた。　

7．選抜菌によるダイオキシン汚染土壌の浄化

7.1　 選抜菌によるダイオキシン類の分解及び分解
時の酵素活性

著者らは天然から選抜した菌によりダイオキシン
類（2,7-DCDD14），15）、2,4,8-TCDF16）、2,8-DCDD17）、
2,3,7,8-TCDD18）、2,3,4,7,8-PCDF18）が効率よく分解で
きることを見出した（分解率：65％～ 90％）。特に、
ダ イ オ キ シ ン 類 の 中 で も 最 も 毒 性 の 強 い
2,3,7,8-TCDD や 2,3,4,7,8-PCDF を含む多塩素置換ダ
イオキシン類も効率よく分解できた。

著者ら 14）－18）が選抜した菌は、Valli ら 13）や Takada
ら 19）が分解実験に用いたダイオキシン濃度よりも高
濃度（2 ～ 50 倍）でダイオキシン類を分解できるだ
けでなく、分解時間も短縮できることも見出した。
なお、選抜菌のダイオキシン分解能は、細胞融合に
よりさらに向上できることも見出した 23）。

選抜菌によるダイオキシン類の分解時の酵素活性
（Lip, MnP, Lac）の経時変化を調べた結果、Lip 活性
が高くしかもその活性が持続する（累積 Lip 活性の
高い）菌ほど分解力が高いことを見出した 15）。しか
し、MnP 及び Lac の酵素活性と分解率との間には
相関関係は認められなかった。一方、著者ら 16）は選
抜菌によるダイオキシン類（ジベンゾフランや
2,4,8-TCDF）の分解とジオキシゲナーゼ活性が相関
していることを認め、ダイオキシン類の分解にジオ
キシゲナーゼも関与していることを見出した。Wil-
kes ら 9）は Sphinngomonas 属菌によるダイオキシン
類の分解にジオキシゲナーゼが関与していること、
Hong ら 24）も Pseudomonas veronii によるダイオキシ
ン類の分解にジオキシゲナーゼが関与していること
を報告している。これらの結果から、木材腐朽菌に
よるダイオキシン類の分解にはリグニナーゼ及びジ
オキシゲナーゼが関与していることが考えられた。
7.2　 選抜菌を用いたバイオレメディエーションに

よるダイオキシン類汚染土壌の浄化
菌類を用いたバイオレメディエーションによるダ

イオキシン類の分解については数種の菌を用いて研
究されている（たとえば、P. chrysosporium25））。筆者
ら 26），27）は天然から選抜したダイオキシン分解菌を

指標色素寒天培地

下層：PD A寒天培地 分解能力
低い

分解能力
高い

試料

図 1　ダイオキシン分解菌選抜の様子．
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用いたバイオレメディエーションによるダイオキシ
ン類汚染土壌の浄化を試みた。2,7-DCDD 汚染土 
壌 26）（1 ppm, 10 ppm 添加）の浄化（267 菌）では、30
日処理で汚染土壌がそれぞれ 65％、60％浄化でき
ることを見出した。また、2,4,8-TCDF26）汚染土壌

（1 ppm, 10 ppm 添加）の浄化（267 菌）では、30 日処
理で汚染土壌がそれぞれ 60％、50％浄化できるこ
とを見出した。さらに、2,3,7,8-TCDD27）汚染土壌

（1 ng, 10 ng 添加）の浄化（PL1 菌、木材腐朽菌の一
種）では、30 日処理で汚染土壌がそれぞれ 51％、40％
浄化できることを見出した。これらの結果から、選
抜菌によりダイオキシン類に汚染された土壌が浄化
できることを明らかにした。
7.3　 選抜菌を用いたバイオレメディエーションによ

るダイオキシン類に汚染された水田土壌の浄化
上記の結果をもとに、選抜菌（PL1 菌）を用いたバ

イオレメディエーションによるダイオキシン類に汚
染された水田土壌の浄化を試みた。その結果の一部
を図 2 に示した。選抜菌の添加量が多くなるに従っ
て、汚染土壌中のダイオキシン類の分解率は上昇し、
TEQ 値（毒性等価量）の低下がみられた。特に、菌
添加量 7％の場合には、TEQ 値はコントロールのそ
れの約 1/10 に低下し（30 日間培養）、この方法によ
りダイオキシン類の約 9 割の毒性が除去できること
が明らかとなった（図 2）。また、この方法は汚染土
壌中のダイオキシン類の各塩素置換体（4 ～ 8 塩素置
換体）を 70％～ 90％分解できることも見出した 28）。

ダイオキシン類に汚染された土壌の浄化時におけ
る酵素活性の経時変化も調べた。その結果、Lip 活
性は培養 3 日目から現れ始め、培養 12 日目でピーク
に達しそれ以降減少した 28）。一方、MnP 活性は、培
養 6 日後から活性が現れ始め、それ以降培養 21 日
目を越えても活性は持続した 28）。これらの結果から、

土壌中のダイオキシン類は培養初期の段階で選抜菌
が産出する Lip により分解され始め、その後 MnP の
分解作用を受けることが明らかとなった。なお、こ
の浄化時ではジオキシゲナーゼ活性の測定を行わな
かったので、ダイオキシン類の分解におけるジオキ
シゲナーゼの働きについては推察できなかった。

さらに、選抜菌を用いたバイオレメディエーショ
ンによるダイオキシン類に汚染された水田土壌の浄
化を実証するためフィールドでの試験を行った。そ
の様子を図 3 に示した。この試験結果は、実験室
での結果とほぼ同じであったことから、この浄化法
がフィールドでも実施可能であることが判明した。
また、この浄化法は、バイオオーグメンテーション

（浄化微生物が汚染現場に生息していない場合、浄
化微生物を加えて浄化を行う方法）であり、もとも
と汚染土壌中には選抜菌が生息していないため、選
抜菌添加による土着微生物への影響や作物栽培への
影響を調べた。その結果、この浄化法は土着微生物
への影響もなく、また作物栽培への影響もないこと
が判明した。これらの結果をもとに、選抜菌を用い
たバイオレメディエーションによるダイオキシン類
に汚染された土壌の浄化法を開発した。この方法は、
人が住めず作物栽培も禁止されている濃度（1000 pg 
TEQ/ 土壌）よりも高い濃度のダイオキシン汚染土
壌も効率よく浄化できることも明らかにした。さら
に、本法は焼却灰中のダイオキシン類も浄化できる
ことも見出した。

8． 選抜菌を用いたバイオレメディエーションによ
る環境ホルモン汚染土壌の浄化

環境ホルモン（外因性内分泌攪乱物質）汚染土壌も
ダイオキシン類に汚染された土壌と同様に選抜菌を
用いたバイオレメディエーションにより浄化できる
ことを DDT 及びリンデン汚染土壌の浄化から明ら
かにした 29）。しかし、汚染物質は好気性の選抜菌が
成育し難い嫌気条件の場所や地中深い場所にも存在
する。そのため、選抜菌や選抜菌からの酵素を製剤
化することにより、選抜菌の使用時の欠点（安定性、
栄養源の付加、取り扱いやすさ、保存性など）を克
服することができると考えられた。しかし、ダイオ
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図 2　 選抜菌を用いたバイオレメディエーションによ
るダイオキシン汚染土壌の浄化．
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図 3　 選抜菌を用いたバイオレメディエーションによ
るダイオキシン汚染土壌の浄化試験の様子．
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キシン類などの環境ホルモンによる土壌汚染を浄化
できる微生物製剤や酵素製剤はこれまでほとんど作
製されていない。そのため、ここでは選抜菌から抽
出した粗酵素やその酵素から作製した酵素製剤によ
る環境ホルモン汚染土壌の浄化について述べる。

筆者ら 30）は選抜菌から得た粗酵素及びその酵素を
カプセル化した酵素製剤によるダイオキシン類、環
境ホルモン汚染土壌の浄化を試みた。カプセル化し
た一種の酵素製剤の写真を図 4 に示した（この写真
はカプセル化の様子を模式的に示すため色素をカプ
セ ル 化 し て い る ）。 環 境 ホ ル モ ン（ D D T 及 び
3,3',4,4'-TCB）汚染土壌の浄化結果の一部を図 5 に示
した。選抜菌から抽出した粗酵素及びその酵素をカ
プセル化することにより、環境ホルモン汚染土壌が
浄化できることを明らかにした。この浄化処理での
環境ホルモン（DDT 及び 3,3',4,4'-TCB）分解率は、
選抜菌を用いる浄化法に比べ低下した（約 3 割）。こ
れは、酵素量が限られることや酵素をカプセル化す
ることにより分解に関与する MnP などの酵素の働
きが抑制されるためと考えられた。しかし、酵素添
加量を増加させることや Mn ＋濃度を増加させるこ
と等により環境ホルモンの分解率は高めることが可
能と考えられる。また、カプセル化した酵素を用い
て環境ホルモン（3,3',4,4'-TCB）汚染土壌をスラリー
状にしてバイオリアクターで浄化する方法も明らか
にした（3,3',4,4'-TCB 分解率：40％～ 70％、15 ～ 60
日処理）31）。

この酵素や酵素をカプセル化した酵素製剤を用い
る浄化法は、環境ホルモン汚染土壌の浄化だけでな
く、環境ホルモン汚染水の浄化にも適用できる。ま
た、環境ホルモン汚染土壌は微生物製剤を用いても
浄化できることも見出した。

9． 木材腐朽菌を用いたバイオレメディエーション
によるダイオキシン類及び環境ホルモン汚染土
壌の浄化における課題

上記のように、選抜菌を用いたバイオレメディエ
ーションによりダイオキシン類汚染土壌及び環境ホ
ルモン汚染土壌が浄化できることが判明した。しか
し、この汚染土壌浄化法をさらに浄化時間が短く簡
便で実用的な浄化法に高めるためには、より分解力
の高い菌の探索・単離や細胞融合等による作出なら
びに、菌添加量が少なくても浄化効率のよい菌施用
法や微生物製剤、酵素製剤の能力を最大限に発揮で
きる施用法の開発等が課題と考えられる。
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