
土壌・地下水VOC汚染の修復事業における遠隔VOCモニタリングシステム

37 横河技報　Vol.44 No.2 (2000)

土壌・地下水VOC汚染の修復事業における

遠隔VOCモニタリングシステム

The Remote Monitoring System of Soil and Groundwater Pollution
Caused by VOCs at Purification Site

本稿では，揮発性有機物化合物（VOC）分析技術を活用した環境修復事業へのアプリケーション事例を報告す

る。対象プロセスは，土壌・地下水VOC汚染の修復プロセスであり，VOCモニタとしてはローコストで全VOC

量を測定することができる光イオン化検出器（PID）式全VOC連続測定装置を採用した。また，土壌・地下水修復

装置は常時無人で運転されるため，浄化状況ならびに装置の稼動状況を遠隔からモニタリングするシステムを構

築した。このシステム導入によりPID式全VOC連続測定装置の導入効果をさらに高めることが可能となった。
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We report an example of the technology applied to restore the environment contaminated by volatile

organic compounds (VOCs).  The technology has been applied to a purification process of soil and

groundwater polluted by VOCs with a PID (Photo-Ionization Detector) type total VOC analyzer that

measures the total VOC quantity at moderate cost.  Since the purification facilities run thoroughly

automatically, we have developed a remote monitoring system to check the purification status and the

operating status of the facilities.  The remote monitoring system brings the possibility of further im-

proving the efficiency of PID type continuous total VOC analyzer.

1. は  じ  め  に

欧米では，1980年代にトリクロロエチレン等の有機塩

素化合物による地下水汚染が問題となり，半導体工場な

どが原因であったことからハイテク汚染として話題と

なった。日本においても遅れ馳せながら1991年に土壌の

環境基準が制定され，1997年には地下水に係る環境基準

が制定された。同年，水質汚濁防止法が改正され，都道

府県知事および政令指定都市の市長は，汚染原因者に対

して浄化命令を下せるようになった。

また，世界的な環境問題への取組み強化，これに対応

した企業のISO14001の取得そして情報公開が進み，閉鎖

的に見えた土壌・地下水汚染問題も，重要な環境問題と

して真剣に取組まれるようになってきたところである。

2. 土壌・地下水の修復事業

2.1 汚染状況と課題

全国的な汚染・浄化サイトのデータは公開されていな

いが，1998年に㈱住友海上リスク総合研究所が発表した

データによると，「土壌・地下水汚染リスクの可能性があ

るサイトは44万ヶ所」と推定されている。また，1999年に

環境庁がまとめた「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指

針」は，具体的な調査方法・対策を示すものとして全国で

活用され始めている。このような状況下，修復事業は更

に拡大すると推測されるが，課題は安いコストでかつ適

切な情報公開がなされることである。この課題を解決す

るためにも，汚染状況ならびに浄化状況を廉価にモニタ

リングするシステムが要求されている。

2.2 浄化装置と測定ポイント

土壌・地下水汚染は大きく分けると重金属汚染とVOC

汚染およびそれらの複合汚染がある。ここではVOCを汚

染源とする代表的な浄化装置を取り上げた。図１に概略

の浄化フローを示す。土壌中のVOCは土壌ガス吸引法で

除去し，地下水中のVOCは揚水ばっ気法で除去する装置

である。また，VOC測定ポイントとその用途は次のとお

りである。

なお，以下の番号は図中のVOC測定ポイントを示す。
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（揚水ばっ気法：地下水浄化）

①汚染原水：浄化の進捗管理／汚染トレンド

②処理排水：下水道法による排水基準への連続水質

チェック

③処理排気：活性炭の破過状態検知／事前通報

大気汚染防止法への連続チェック

（土壌ガス吸引法：土壌浄化）

④汚染源ガス　：浄化の進捗管理／汚染トレンド

⑤処理排気ガス：活性炭の破過状態検知／事前通報

大気汚染防止法への連続チェック

3. 遠隔VOCモニタリングシステム

3.1. システム概要

前述の課題に応えるべく，PID式全VOC連続測定装置を

測定ポイントに設置した。遠隔モニタリングシステムは２

種類準備し，監視ニーズにより選択できるようにした。

（1）Network対応レコーダ型システム

図２にシステム構成を示す。Network対応のペー

パーレスレコーダDAQSTATION DX200を浄化サイ

トに設置し，遠隔のPCより汎用回線経由で監視とロ

図１　土壌・地下水VOC汚染の浄化フローとVOC測定ポイント

図２　Network対応レコーダ型システムの構成例
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ギングを行う廉価版システムである。小規模浄化サ

イトに最適なシステムとして推奨できる。

（2）Web対応型システム

図３にシステム構成を図４に監視画像例を示す。コ

ンパクト・フィールドサーバDUONUSをWebサーバ

として浄化サイトに設置し，遠隔のPCからブラウザ

で監視するシステムである。ブラウザで監視するこ

とにより，モバイル監視も自由自在となり，マルチ

ポイント・マルチユーザ監視を実現した。中～大規

模浄化サイトに最適なシステムとして推奨できる。

3.2 複数サイトの遠隔モニタリングシステム

浄化サイトの増加に伴い，複数サイトを広域的に集中

管理する要求が高まる。前述の遠隔モニタリングシステ

ムを導入することにより，複数の浄化サイトを効率良く

集中管理することができる。図５に広域システムの構成

例を示す。このシステムの主な特長は次のとおり。

（1）浄化装置の運転管理，VOC浄化状況の進捗管理を，

マルチポイント・マルチユーザで実施できる。

（2）Web監視方式なので，クライアント上のソフトはブ

ラウザのみでよく，特殊なソフトは不要。

図３　Web対応型システムの構成例

図４　監視画面例
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図５　複数サイトの広域システム構成例

（3）必要時のみ回線を接続する方式であり，回線使用料

を節減できる。

4. お  わ  り  に

現在，官民をあげて土壌・地下水汚染に取組む活動が

拡大しつつある。また2001年６月には国際規格としての

ISO14015の制定が予定されている。この規格は，土地売

買における土壌・地下水汚染の状況を評価する「サイトア

セスメント」の手順を国際的に統一するものであり，今後

更に土壌・地下水修復事業は拡大するものと推測する。

このような状況下，当社は分析技術ならびにシステムイ

ンテグレーション技術により，地球環境保全に積極的に

貢献していきたいと考える。
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