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会社概要

会社名 エコサイクル株式会社

創立 平成11年5月（1999年）

資本金 7,915万円

代表者 シュリハリ チャンドラガトギ

53名

株主 オリックス株式会社、シュリハリ チャンドラガトギ

免許等 環境省指定調査機関 2019-8-0001
国土交通大臣許可（特-1）第25410号
国土交通大臣許可（特-2）第25410号
国土交通省 地質調査業 質1第2823号

2017年01月 第10回日本バイオベンチャー大賞
「近畿バイオインダストリー振興会議賞」受賞

2017年05月 平成29年度環境省「環境大臣賞」受賞
2018年09月 東京商工会議所 第16回勇気ある経営大賞「優秀賞」受賞

＜受賞歴＞

エコサイクル株式会社はオリックス株式会社の連結子会社です。

＜本社所在地＞

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2丁目28番1号 日本橋・浜町ビル

社員数
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エコサイクルの歴史

1999年05月 エコサイクルを富山で設立

2002年06月 VOC用浄化剤EDCを開発

2013年07月 本社を東京に移転

2014年06月 施工部設置（指定調査機関・特定建設業）

2016年06月 エコネット安全協力会発足

2017年05月 環境賞「環境大臣賞」受賞

2019年06月 オリックス株式会社と資本提携
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安心してお任せください

対策工事の
コストが

高額になるのでは
汚染が残らないか

不安

スケジュールを
守ってほしい

近隣トラブルが
心配

法令順守
追加コストが

心配

確かな技術力
による

低コスト対応

コストキャップ
保証

ニーズに応じた
スケジュール

対応

責任ある
対応力

法令を熟知

エコサイクルがお客様のニーズにこたえます
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エコサイクルが選ばれる理由①

調査のみを請け負う企業は多くありますが、

エコサイクルなら土壌汚染に関する業務をワンストップでお任せいただけます。

調査 すべての業務を
一括でお任せいただけます

◼ 設計施工・浄化剤開発製造の両方が可能なのはエコサイクルだけです。

自社技術のためコスト抑制が可能です。

◼ 国内外に特許を多数取得。

◼ 多数の受賞歴有。

平成29年度環境賞「環境大臣賞」受賞 など

One Stop Solution

高い技術力

関 環境副大臣

日刊工業新聞社撮影

設計 ラボ試験 施工 役所対応
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エコサイクルが選ばれる理由②

◼ 上場企業から行政が抱える汚染案件まで、幅広く対応しています。

◼ 多様な業種での実績があります。

掘削除去 原位置浄化 (鉄粉バイオ ／ バイオ ／ 化学酸化分解） 重金属不溶化 土壌洗浄 封じ込め・透過壁

ニーズに応じた提案力

◼ 目的・予算・期間・土地用途に合わせた最適ソリューションをご提案できます。

◼ 取扱い工法は大手ゼネコン同等に豊富でありながら、大手企業にはない細やかなニーズに応える、

工法組み合わせの提案力が強みです。

豊富な実績

電気・電子、自動車、精密部品、石油化学、電力、重工業、
化学・農薬、金属表面処理、繊維クリーニング など

◼ 多様な条件での実績があります。

稼働中の工場、特殊な土質、高濃度汚染、複合汚染など

実績

500ヵ所以上

※2018年11月時点



エコサイクルのコストキャップ保証のご紹介

⚫ 対策工事が長引き、累計コストが高額になってきた…

⚫ まだ見つかっていない汚染が出てきたらどうしよう…

⚫ 汚染対策時に埋設廃棄物が出たらそのコストはどうしよう…

⚫ 再開発にあたって土壌汚染のリスクは全て手放したい！

こんなお悩みはコストキャップで解決できるかもしれません

そんな不安に保証で対応いたします

土壌汚染調査は敷地の土壌全てを調査できる訳ではありません。
調査で汚染が出なくても、建築工事等の際の残土処分時に、残土検査で汚染が
発覚し、残土処分費用が跳ね上がってしまう場合もあります。
そのリスクをカバーする保証です。

1. シロ保証

取り決めた予算内で目標とした土壌汚染対策を必ず達成する保証です。様々な
条件が設定でき、未発覚の汚染や埋設廃棄物のリスクもカバー可能です。
また、土壌汚染対策時の埋設廃棄物に対するコストキャップも可能です。

2. コストキャップ保証

● 土壌汚染の可能性がほとんどない現場で使います

● 土壌汚染の可能性がある現場で使います

保証でこんなことが可能です

⚫ 土壌、地下水汚染対策

⚫ 2年間モニタリングのクリア

⚫ 指定区域の解除

⚫ 土壌汚染対策時の埋設廃棄物に対するコストキャップ

⚫ 建設残土で汚染が発覚した場合のリスクヘッジ

リスクと保証費用の関係

高 低

保証付
与タイ
ミング

フェーズ0.5
調査後

フェーズ１
調査後

フェーズ２
調査後

フェーズ３
調査後

直近の
使用履
歴

廃棄物の
置場等

工場 倉庫 商業施設

保証付与タイミングが早い段階であるほどリスクは高く、また保証
費用もリスクに比例します。

リスク
及び補
償費用
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工場閉鎖時の課題に対するトータルソリューション

①上部解体工事 ②上部解体終了 ③下部解体工事（基礎）

④土壌対策（掘削除去） ⑤土壌対策（埋め土） ⑥敷均し

解体業者 施工範囲

解体業者 施工範囲土壌対策業者 施工範囲

建物の基礎部より浅い箇所に土壌汚染がある場合、対策後でなければ基礎の解体工事が出来ません。

また、土対法上10mﾒｯｼｭ（100㎡）に1点の土壌調査を実施する関係上、基礎部より浅い位置で土壌汚染が点在し

ている場合、特に土壌対策工事と解体工事の連携（ｽｲｯﾁ）が重要です。

■解体

土壌汚染についてのソリューション

■調査 ➢ フェーズ1～3の法定調査、特殊機器を用いた絞り込み調査まで

■対策 ➢ VOC、重金属、油、PCBなど、どんな汚染にもワンストップで対応

■行政対応 ➢ 目的に合わせ、適切に対応

■オリックス社と共同でご提案

➢ 汚染付土地の買取も可能

➢ 最適な汚染対策を施したうえでの賃貸や売買

➢ マンション、商業施設、介護施設、倉庫、ホテルなど豊富な再開発提案が可能

■廃棄物処理

■アスベスト対策

©2022 ECOCYCLE CORP.

➢ 解体で発生する有価物を適正評価し、

売却評価額アップ

➢ 解体作業による汚染拡散を防止

➢ 溶剤、油、埋め立てゴミ処分など、廃棄物の種類に応じ、最適に処理

➢ 机上調査→目視・分析調査→破壊調査の各種精度の調査に対応します。

➢ 調査仕様（調査時間等）に制限がある場合の調査内容の最適化も可能です。

➢ アスベスト建材の使用範囲の特定だけでなく、対策工事計画策定を前提とした現場状況の把握のための調査を実施します。

エコサイクルなら、工場閉鎖時の課題をワンストップで解決いたします。

土壌汚染対策の前段階のソリューション

土壌汚染対策についてのソリューション

不動産有効活用についてのソリューション



©2021 ECOCYCLE CORP. 11

➢エコサイクルの紹介

➢One Stop Solution

➢エコサイクルの原位置浄化技術

➢実績例

➢まとめ



区域外・内措置で見た原位置浄化の位置づけ

引用：環境省公表資料



©2021 ECOCYCLE CORP. 13

＜酸化分解＞
・酸化剤（フェントン処理、CoA-X）
・バイオ分解（好気分解）

対象物質 薬剤

油、BTEX
HAR-PH
OleoBact

シアン化合物 HAR-CN

1,4-ジオキサン、農薬等 HAR-X

＜還元分解＞
・鉄粉
・バイオ分解（嫌気分解）

対象物質 薬剤

VOC
EDC
EDC-ZVI

6価クロム、重金属 EDC-M

原位置浄化ラインナップ



バイオスティミュレーションとバイオオーグメンテーション
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バイオスティミュレーション バイオオーグメンテーション

現場土壌に生息している土着の汚染物質
を分解する微生物に栄養物質、水、酸素
などを供給して刺激することにより汚染
物質の分解を促進する方法

汚染地点に汚染物質の分解能力を持っ
た微生物が少ないか、あるいはわずか
しか存在しない場合、大量培養した微
生物を外部から投入し、汚染物質を分
解する方法

• OleoBact（油用微生物剤）• EDC（VOC用）
• EDC-M（重金属用）
• HARシリーズ（ベンゼン類、

シアン化合物等）

微生物活性法 微生物添加法
栄養源等も

必要



【対象物質】 有機塩素化合物（VOC）

EDC EDCは、VOC分解に関わる有効微生物群（コンソーシアム）を素早く形成し、
短期間で効果的にVOC汚染を分解する事ができます。

特許取得

ＶＯＣ分解菌のエネルギー源
として利用されます。

ＶＯＣ分解菌内の酵素を
活性化させます。

微生物の酵素を活性化します。

微生物の増殖に利用されます。

バイオ浄化剤:EDC

15



2-4. EDCによるVOC浄化メカニズム①
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嫌気性微生物の中には、塩素系の有機溶剤の塩素を水素に置き換えて呼吸するものがいます。

この嫌気性微生物をEDCで活性化してVOCの浄化を進めます。

ただし、EDCを地中に注入しても、当初は、溶存酸素などが地下水にあり嫌気性雰囲気が形成
されていないため、すぐに嫌気性微生物が上記の分解を進めるわけではありません。
事前に嫌気性雰囲気を形成する工程が必要です。

「嫌気性雰囲気を形成」→「嫌気性微生物を活性化」→「VOC浄化（脱塩素化）」となります。
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ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
（DCE）

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
（VC）

ｴﾁﾚﾝ

還元的脱塩素化反応



バイオ浄化剤：鉄粉バイオ材EDC-ZVI
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鉄粉の還元効果と微生物による分解効果を組み合わせ、VOC汚
染を浄化します。高濃度汚染対策や域外流出を防ぐバリア形成
等に効果的です。

◼ 鉄粉バイオEDC-ZVIは、鉄粉と食品用の有機材料で構成
されるバイオ還元浄化剤です。

◼ 鉄粉のみでは広がりにくい場所にも、バイオ浄化剤が浸透
し、効果を発揮します。

◼ 下記の場面での使用がおすすめです。
・高濃度汚染箇所 ・汚染の域外流出対策（バリア）
・土質がシルト粘土 ・ pH調整剤少なめ

• 鉄粉のみの場合に比べ、使用量が少なく、様々な使い方ができます。
• 鉄粉のみでは効果が広がりにくい場所にも、バイオ浄化剤が浸透するため、

より広範囲の効果が期待できます。
• 効果が持続するので、シルト層，高濃度箇所，バリアなどに適しています。

◆特徴

+

ゼロ価鉄（ZVI）の還元分解 嫌気バイオ分解

鉄粉バイオEDC-ZVI

ゼロ価鉄粉
鉄の還元作用によ
り還元雰囲気を形
成し、VOCを還元
分解する。

天然高分子
微生物のエネルギー
源を持続的に供給す
る。

還元分解部分

鉄粉のみの場合、浸透し広がることはないため、分

解できていない部分がネックになります。

鉄粉

分解できていない部分

EDC-ZVIなら、バイオ浄化剤が浸透するため、鉄粉

のみの場合より広範囲をカバーできます。

還元分解部分

バイオ分解部分

鉄粉

鉄粉は、混合のためにオーガー等の重機を必要としますが、鉄粉バイオは注入で対応可能です



バイオ浄化剤：EDC-M
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土壌中の鉱物・ミネラルに
覆われ更に溶けにくくなる

（共沈）

微生物が
増殖・活性化

地下水の流れ

地下水に溶けた重金属
不溶化された重金属

土粒子

沈殿

不飽和層

重金属が除去された
地下水

三価クロム 溶解度積 6.3x10-31

硫化鉛 溶解度積 8.0x10-28

硫化カドミウム 溶解度積 8.0x10-27

三硫化二砒素 溶解度積 2.1x10-22

砒酸鉄 溶解度積 5.7x10-21

セレン（0）

（例）

（溶解度積が小さいほど、水に溶けにくくなります）

地下水に溶けた六価クロム
地下水に溶けた鉛
地下水に溶けたカドミウム
地下水に溶けた砒素
地下水に溶けた六価セレン(Ⅵ)

土粒子に
よってろ過

土壌中の
鉱物・ミネラル等

EDC-M

バイオ
不溶化

微生物によって不溶化された重金属は、土壌中の鉱物やミネラルに覆われ、さらに溶けにくくなります。
これらの重金属は、沈殿したり、土粒子がフィルターとなりろ過されるため、流れてくる地下水は重金属
が除去された状態となります。

EDC-Mは、重金属による地下水汚染対策のためにエコサイクルが開発した製品です。
EDC-Mを水に溶かして注入することにより、重金属が嫌気性微生物によりバイオ不溶化され、
地下水から除去されます。
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水

水

などの
無害な物質

ベンゼン

シアン化合物

ジクロロ化合物

ジオキサン

酸素を供給する方法には、
酸素発生剤、エアスパージング
などもございます

高濃度溶存酸素水
注入ユニット

HAR
溶解タンク

ガソリンスタンド

汚染

地下水の流れ
HAR
＋

酸素

飽和層

微生物活性化
微生物活性化

バイオ浄化剤：HARシリーズ



原位置バイオレメディエーションの利点①
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◆ 微生物が活動できるような温和な条件で処理

◆ 汚染土を移動せず、二次汚染・汚染拡散のリスクが小さい

◆ 運搬に要するエネルギー・CO2排出（主に燃料）が少ない

3. 大がかりな設備・工事が不要

※掘削除去と比較して1/5～ 1/10

2. 低環境負荷

1. 低コスト

掘削除去に比べて 1/3～1/5

※原位置処理 = 汚染土を移動しない処理 の場合
⇒ SDGs

◆ 汚染土を移動しない＝重機が不要

◆ 注入井戸の設置、注入作業のための作業スペース、注入プラントがあればよい

◆ 地上は、材料希釈タンク、ポンプ、送液ホース、資材と作業スペース（5m×10m程度）



1-3. 原位置バイオレメディエーションの利点②
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4. 広域汚染に対応しやすい

◆ 低コストで大規模サイトでもコスト負担が比較的小さい

◆ 帯水層を介して効果を広げるため、広域でも対応しやすい（水溶性タイプ限定の話）

注入井戸

注入設備

材料溶解タンク

汚染

観測井戸

  

簡易な設備で注入する方法もあります

5. 稼働中工場に対応可能

◆ 地上建造物等の制約を受けにくいため、様々な条件に柔軟に対応可能（水溶性タイプ限定の話）



原位置バイオレメディエーションの苦手なところ
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2. 不飽和層 & 高濃度汚染

◆ 不飽和層は、バイオで必要な水分の維持、汚染物質を水に移行して処理することがしにくい
◆ さらに汚染が高濃度になると、より手をつけにくくなる

◆ 原位置バイオで工夫してなんとかする
◆ 原位置でバイオを混ぜる
◆ 掘削して現場内の別の場所で地上バイオ処理（場内処理）
◆ 化学酸化＆混合
◆ 掘削除去

対応：汚染物質の種類、濃度、土質等も勘案して選択

3. 緻密な粘性土
◆ 注入により材料を汚染エリアに供給しにくい ※本来は汚染も浸透しにくいはずだが。。。
◆ 不可能ではない場合もあるが、注入地点数・薬剤量増によりバイオのコスト優位性が薄れる

4. とても短納期
◆ 短期間（1～2週間とか）など求められると厳しい

1. 微生物が生息できないような過酷な環境
◆ 微生物が働かなければ適用できない
◆ 働きにくい環境（pHが極端に高い低い、温度が低い、毒性物質含有、酸化処理後）



0

5,000

10,000

15,000

20,000

バイオバリア 揚水

[ 
k
g
/C

O
2
 
]

※バリア長40ｍ×深度19ｍ(砂質土)×10年間での試算

揚水の
15％程度

敷地境界で汚染流出防止対策をした場合のCO2量の排出量

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

バイオ 酸化分解 掘削

[ 
k
g
/C

O
2
 
]

※対策面積1,000㎡×層厚8m(GL-7～15m)×VOC汚染濃度1mg/L程度での試算

掘削の
15％程度

掘削の
8％程度

汚染源対策を行う場合のCO2量の排出量

©2022 ECOCYCLE CORP. 23

SDGsの取組み・低環境負荷の土壌汚染対策（原位置分解）

原位置対策はCO2削減に寄与します

【CO2排出の削減】

掘削除去と比べ、ダンプでの運搬・処分が無くなるため、CO2排出量廃棄物量の削減が可能。

揚水処理と比較してポンプ稼働での電気利用の CO2排出量の削減ができる。

バイオ浄化による土壌の健全化 地球環境に優しい工法の提供

原位置工法の活用によりSDGsの取組みが推進されます。



©2021 ECOCYCLE CORP. 24

➢エコサイクルの紹介

➢One Stop Solution

➢エコサイクルの原位置浄化技術

➢実績例 → 講演で提示いたします

➢まとめ
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➢エコサイクルの紹介

➢One Stop Solution

➢エコサイクルの原位置浄化技術

➢実績例

➢まとめ
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• エコサイクルは調査から浄化までワンストップで行います

• 原位置浄化、バイオ工法に限らず最適な方法を提案します

• バイオ工法は環境に配慮した工法で、豊富な施工実績に基づく
確かな技術により、浄化を成し遂げます


