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自然由来の重金属等に係る調査及び対策について
Investgation of naturally-occurring heavy metals and countermesurers
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応用地質株式会社 東京本社

摘　　要
自然由来の重金属等の存在は、土壌汚染ではないため土壌汚染対策法や土壌環境基

準等は適用されない。重金属等のうち砒素を例にとると、黄鉄鉱や硫砒鉄鉱が水と空
気中の酸素に接触し酸化されることによって硫酸酸性水を発生し、砒素が溶出する。
また、水酸化鉄に吸着した砒素化合物のイオンは、水酸化鉄の還元分解や酸化環境下
で弱アルカリ化することによっても溶出する。このような短期及び長期溶出リスクの
ある土砂や岩石は、根切り工事による建設残土やトンネル工事における掘削ズリとし
て発生するが、都市部の土地取引時等と山地部での道路建設事業等とではその調査及
び対策方法が異なる。これらの土砂や掘削ズリは、重金属等の拡散や酸性水発生を防
止するための対策を行う必要があり、現在、人への健康影響を防止するための新しい
対応マニュアルが検討されている。今後、安全かつ低コストの対策が行われるように
なるものと考えられる。
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1．はじめに

土地取引時の土壌汚染調査において、浚渫土砂の
埋立地や過去に海水面下であった地層等で、有害物
質の使用履歴がないにもかかわらず、砒素やふっ素
などの重金属等の溶出量が調査範囲全域で土壌汚染
対策法の指定基準をわずかに超過して検出されるこ
とがある。また、変質を受けた地質や海成堆積層な
どを通過するトンネル工事等においても、発生する
掘削ズリから砒素や鉛などの重金属等が基準を超過
したり、酸性水が発生したりすることがある。いず
れの場合も健全な土砂として利用することはできな
いため、搬出土砂や掘削ズリについて汚染土壌と同
様の処理・処分、あるいは重金属等や酸性水を発生
させない処理・処分が必要となり、想定外の多額の
費用が発生することがある。

本稿では、自然由来の重金属等の分布、及び自然
由来の重金属等が存在することによって生じる問題
とその特徴について概説する。また、法令上の取り
扱いについて整理し、現在実施されている調査・対
策方法について紹介するとともに、今後の調査及び
対策の方向性について考察する。

2．自然由来の重金属等の特徴

2.1　自然由来の重金属等の分布
日本において自然的原因により土壌汚染対策法

（平成 14 年 5 月 29 日　法律第 53 号）の土壌溶出量
基準を超過する可能性が高い物質は、砒素、鉛、ふ
っ素、ほう素の 4 種類の重金属等であり、水銀、カ
ドミウム、セレン及び六価クロムについても、自然
的原因により土壌溶出量基準を超過する可能性があ
る 1）。これらは、土壌汚染対策法に規定されている
第二種特定有害物質のうち、シアンを除く 8 物質で
ある。

火成岩や堆積岩あるいは変成岩中の重金属等を含
む鉱物や、海底面付近の硫化物は、火山作用や熱水
作用を受けて生成する。また、海水や地表水に含ま
れる微量の重金属等が化学的変化によって沈殿ある
いは微生物・水生生物等によって固定化され地層内
に取り込まれ、いわゆる自然由来の重金属等となる。

日本ではかつて銅・鉛・亜鉛・カドミウム等を産
出する鉱山等が約 2,500 箇所程度存在していた 2）。
これらの鉱山等の分布は、北海道や東北から日本海
側に至るグリーンタフ地域や四国山地に代表される
三波川帯、さらに全国に散在する先新第三系堆積
岩・花崗岩類の分布域と重なっている（図 1）。
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また、鉱床ほど高濃度ではないが、砒素、鉛、ふ
っ素、ほう素などを含む海成堆積層が以下のような
都市部周辺の平野部に広く分布している（図 2）。

以上のように、自然由来の重金属等を含有する地
質は日本中に分布することから、山地部における道

路事業や平野部での土地取引等において、重金属等
を含有する地質に遭遇する可能性は高いと考えられ
る。
2.2　自然由来の重金属等の溶出メカニズム

砒素を例として、その溶出メカニズム及び黄鉄鉱
の酸化による酸性水発生のメカニズムについて示
す。

岩石や土砂に含まれる重金属等が溶出するメカニ
ズムは、重金属等の化学形態や重金属等を含む鉱物
のおかれた物理化学的雰囲気により異なる。

① 酸化環境における黄鉄鉱や硫砒鉄鉱の分解と硫
酸の生成

最も広く存在する硫化鉱物の場合、黄鉄鉱（FeS2）
は酸化環境中で以下のように反応して硫酸酸性水を
排出する。

FeS2＋7/2O2＋H2O → Fe2 ＋＋ 2SO4
2－＋ 2H＋　

さらに、黄鉄鉱（FeS2）中にわずかに共存している
硫砒鉄鉱などからの砒素溶出が促進される。

FeAsS＋7/2O2＋H2O → H2AsO4
－＋SO4

2－＋Fe3＋　
このように、岩石に含まれる硫化鉱物中の砒素は、

トンネル工事等で掘削され、酸素に触れる状態にな
ることで、溶出しやすい砒酸となり、酸性水ととも
に環境中へ排出される。

②水酸化鉄からの砒素の溶出 5）

砒素は、地表水や浅層地下水では、砒酸イオンや
ヒドロ砒酸イオンなどの陰イオン（H2AsO4

－、HAsO4
2－）

として挙動するが、そこに微粒子状態の水酸化鉄鉱
物（正帯電）が混入すると、静電引力によって砒素の
イオンが選択的に吸着される。砒素を吸着した水酸
化鉄鉱物は、比較的安定しているが、以下のように
水質が大きく変化すると砒素が水中に溶け出す。

水中の酸素が微生物による有機物の分解等によっ
て消費され、酸化還元電位（Eh）が低下し還元的に
なると、水酸化鉄鉱物が鉄イオンに分解するため、
砒素イオンも水中に溶け出す（水酸化鉄分解型）（図
3 の A から B に変化）。

また、酸化環境下で有機物や方解石が存在すると、
pH が次第に上昇し弱アルカリ性になるため、水酸
化鉄鉱物の表面電荷（プラス）は次第に弱くなり、等
電位点（pH8 ～ 8.5）を経て、逆にマイナスに帯電す
るようになる。そのため、砒素イオンと斥力が働い
て脱着し、水中の砒素イオン濃度が急激に上昇する

（砒素イオン脱着型）（図 4）。
2.3　自然由来の重金属等による事業への影響

自然由来の重金属等が存在することによって、
色々な面で影響が現れると考えられるが、都市部で
の土地取引等の事業の場合と、山地部における道路
建設等の事業の場合ではその及ぼす影響が異なると
考えられる。ここでは都市部における土地取引の場
合と山地部における道路建設事業を例として、自然
由来の重金属等の存在がそれぞれに及ぼす影響と特
徴について考察する。

新第三紀～第四紀の鉱床分布域（主にグリーンタフ地域）

白亜紀～古第三紀花崗岩類に伴う鉱床

古生代～中生代の堆積物に伴う鉱床（主に三波川帯）

0 300km

図 1　日本における金属鉱山の分布 3）.

第四系完新統：臨海部周辺
新第三系鮮新統～第四系更新統
　：上総層群・下総層群，仙台層群，十勝累層群（北海道），
　　西山層（新潟県），掛川層群（静岡県），大阪層群など

■　大阪層群相当層

図 2　鮮新統及び更新統分布図 4）.
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2.3.1　都市部における土地取引等の場合
都市部における土地取引時に、土壌汚染調査の一

環として自然由来かどうかの調査を実施し、その結
果、自然由来と判定されることがある。

① 土壌汚染か自然由来かが問題となることがあ
り、土壌汚染対策法の通知や技術解説書に示さ
れている判定方法 1），8）に従って調査を行い、自
然由来かどうかを判定する。ただし、自然由来
であると断定するのではなく、「自然由来であ
る可能性が（極めて）高い」と結論付けることが

多い。
②対象は土壌である。
③ かつて、自然由来の重金属等の存在は、土壌汚

染と同等であるとみなされ、土地取引が中止さ
れることもあった。しかし、最近では自然由来
の重金属等の存在は土壌汚染ではないと認識さ
れるようになり、その事業によって健康リスク
が発生することはないと確認できれば、取引を
続行することが多くなってきている。

④ 基準を超過する自然由来の重金属等が含まれる
土壌が建物基礎の根切り工事等によって、建設
残土として発生する場合は、通常、敷地外に搬
出し汚染土壌と同様に処理･処分を行う。一般
的には、セメント製造工場や土壌洗浄処理施設、
あるいは廃棄物処分場に搬入して処理・処分す
る。

⑤ 土地取引等においては、これまで、土壌汚染の
場合と同様に、その処理・処分費用を売主が負
担することが多かった。しかし、都市部のビル
建設に伴い地下を数十 m まで掘削することも
あり、建設残土に自然由来の重金属等が含まれ
る場合の処理・処分費用は膨大なものとなるた
め、事業計画そのものに大きな影響を及ぼしか
ねない。最近では自然由来の重金属等の存在が
土地所有者の責任ではないという考えのもと
に、自然由来の重金属等を含有する建設残土の
処理・処分費用の分担について、協議する例も
ある。

⑥ 黄鉄鉱を含む土砂が盛土され、酸性水が発生し
問題になった事例はあるが 9），10）、一般的には④
に記したように、土地取引等の場合には、セメ
ント工場や土壌洗浄施設、あるいは廃棄物処分
場で処理・処分されるため、酸性水発生や重金
属等発生などの長期溶出リスクが問題になるこ
とは少ない。

⑦ シールド工事のような公共事業の場合には、搬
出土壌の量が大規模なものとなるため、自然由
来の重金属等が基準を超過する地層を通過する
場合などは、発生する土砂の処理・処分費用も
膨大となる。

2.3.2　山地部における道路建設事業の場合
山地部における道路建設事業の場合の影響と特徴

を以下にまとめる。
① 山地部における道路事業等の場合には、当初か

ら自然由来の重金属等を含有する可能性や酸性
水発生の可能性を懸念しての調査から始まる。

②対象は、岩石主体である。
③ 短期溶出リスクとしての土壌汚染対策法の指定

基準超過の有無だけでなく、掘削ズリの盛土や
切り土から、将来、酸性水が発生したり重金属
等が溶出するかどうかという長期溶出リスクの
有無を予測することが重要となる。

火山岩

堆積岩

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

×10－2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

溶出溶液pH

砒
素
溶
出
量
（

m
g/

L）
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④ トンネル工事などで発生する掘削ズリの量は、
都市部の土地取引時等に発生する建設残土に比
較して膨大となる。そのため、短期溶出リスク
や長期溶出リスクがある場合には、健全な土砂
として利用することができないため、対策費用
も当然大きなものとなる。

⑤ 土壌汚染対策法が土壌を対象としているのに対
し、掘削ズリは岩石を主体としているため、厳
密な意味での分析方法は確立していない。しか
し、短期溶出リスクについては、土壌汚染対策
法に準拠して、掘削ズリを 2 mm 以下にまで粉
砕し（環境省の見解）、分析結果を基準と比較す
るのが一般的である。さらに、長期溶出リスク
の有無を把握するため、過酸化水素による強制
酸化溶出試験（図 5）、実際の風雨による暴露を
想定した長期暴露試験などが行われる 2）。

⑥ 工事における日々の管理は、現地での迅速分析
等により、問題のある掘削ズリと問題のない掘
削ズリを分別する。問題のある掘削ズリは、工
事区域内あるいは近傍において、有害物質を拡
散させないよう対策を実施する。問題のない掘
削ズリは、健全な土砂として工事区域内の盛土
や他の工事に利用する。

3．自然由来の重金属等に係る法制度上の取り扱い

土壌汚染及び自然由来の重金属等に関して、土壌
汚染対策法の通知や環境基準等では以下のように取
り扱われている。

① 土壌汚染対策法通知（環水土第 20 号）11）では
「法における『土壌汚染』とは、環境基本法（平
成 5 年法律第 91 号）第 2 条第 3 項に規定する、
人の活動に伴って生ずる土壌の汚染に限定され
るものであり、自然的原因により有害物質が含
まれる土壌については、本法の対象とはならな
い。」としている。

　 　さらに、「自然的原因によるものであると判
断され、法の適用対象とならない場合にも、指

定基準に適合しない状態にある土壌が当該土地
の外に搬出され、不適切に処分等されることは
適当ではなく、法に基づく措置とは別に、当該
土壌に係る適切な対応が図られることが望まし
い。」としている。

② 「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3
年 8 月 23 日　環境庁告示第 46 号、平成 20 年
5 月 9 日改正）においても、「汚染がもっぱら自
然的原因によることが明らかであると認められ
る場所……に係る土壌については、適用しな
い。」としている。

③ 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46
年 12 月 28 日　環境庁告示第 59 号　平成 20 年
4 月 1 日改正）では、自然的原因についての記
述は特にない。このため、自然的原因により重
金属等が基準を超過した場合は「水質汚濁」で
あり、さらに、環境基準の達成期間も設定され
ていることになる。

④ 「地下水の水質汚濁に係る環境基準」（平成 9 年
3 月 13 日　環境庁告示第 10 号　平成 20 年 4
月 1 日改正）の場合についても、自然的原因に
関する記述はない。したがって、水質環境基準
の場合と同様に、自然的原因であっても重金属
等が基準を超過した場合は「水質汚濁」が存在
することになる。ただし、達成期間については

「汚染が専ら自然的原因によることが明らかで
あると認められる場合を除く」としており、達
成期間は設定されないことになっている。

以上のとおり、自然由来の重金属等を含有する土
壌や岩石は土壌汚染ではないと認識されてきた。た
だし、工事区域外あるいは敷地外に搬出するときは、
汚染の拡散を防止するため、適切な処理・処分が必
要と認識され実施されてきた。

現在、土壌汚染対策法の改正が進められているが、
基準値を超過する自然由来の重金属等を含有する土
壌や岩石を搬出する場合の取り扱いについて、改正
後の動向が大きく注目されている。

4．調査・対策方法

自然由来の重金属等に関する調査及び対策は、平
地の都市部における土地取引等の場合と山地部にお
ける道路建設事業等の場合では対象とする地質や契
機及び調査方法が異なる。
4.1　都市部での土地取引等の場合の調査・対策

都市部では土地取引等の際に実施する土壌汚染調
査において、自然由来か土壌汚染かが問題となるこ
とが多いが、自然由来であることの判定方法は以下
のとおりである。

土壌汚染対策法では、30 m 格子毎の複数地点混
合による表層部土壌調査を実施した結果、重金属等
が基準値を超過した場合は、通常、追加調査として、

図 5　過酸化水素による強制酸化溶出試験 .
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複数地点混合前の個別の土壌分析及び未調査 10 m
格子の土壌採取・土壌分析を行う（図 6）。

表層土壌調査の結果、例えば調査地全域に低濃度
で分布している等、自然由来の重金属等である可能
性が高いと推測される場合は、以下のことを確認す
る 1），8）。

① 基準を超過した物質が砒素 ､ 鉛、セレン、カド
ミウム、水銀、ふっ素、ほう素、六価クロムの
8 項目の中の項目であること。

② 溶出量（環境省告示第 18 号）が基準値の 10 倍以
下であること（通常、基準値の 2 ～ 3 倍以下で
あることが多い）。

③ 含有量（環境省告示第 19 号）の平面分布に極在
性が認められないこと、あるいは、極在性があ
っても、使用履歴との関連性が認められないこ
と。

④ さらに追加調査として、含有量分析結果のうち、
濃度の高い 3 地点程度で底質調査方法による全
量分析を実施し、含有量（全量分析）の最大値が
表 1 に示す自然的レベルの範囲内であること。

次に、含有量（全量分析）が最大値を示した地点で
ボーリングによる土壌採取・土壌分析を行う。分析

方法は土壌汚染対策法の含有量分析（環境省告示第
19 号）を実施する。その結果から次のことを確認す
る。

⑤ 同一地層内で深度方向の含有量が低減しないこ
と（図 7）。

⑥ 盛土でないこと。ただし、沿岸部における浚渫
土砂（水底土砂）による盛土や埋立地については
自然由来の重金属等であると理解して良いとさ
れている 11）。

都市部における土地取引等において、以上のよう
な調査によって自然由来と判定された重金属等を含
有する土壌が、根切り工事等により建設残土として
発生する場合の対策は、土壌汚染の場合と同様で、
セメント工場や土壌洗浄施設あるいは廃棄物処分場
に搬入し処理・処分することが多い。
4.2　山地部での道路事業等の場合の調査・対策
4.2.1　調査方法

山地部におけるトンネル掘削などの場合、基準を
超過する自然由来の重金属等を含有する掘削ズリや
酸性水の発生が懸念される場合に調査を行う。また、
基準超過の有無（短期溶出リスク）の把握だけでな
く、将来に渡って重金属等あるいは酸性水を発生さ

30m

10m

10m

複数地点混合による
表層土壌調査

基準
超過

10m格子毎の個別調査

図 6　土壌汚染調査の表層部土壌調査 .

表 1　 自然的レベルの範囲内とみなせる含有量
（全量分析）の上限値の目安（mg/kg）.

物質名 砒素 鉛 ふっ素 ほう素
上限値
の目安 39 140 700 100

物質名 水銀 カドミウム セレン 六価クロム
上限値
の目安 1.4 1.4 2.0 －
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図 7　深度調査結果例 .
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せる可能性の有無（長期溶出リスク）を把握するため
の試験も行う必要がある。調査・対策の流れを図 8
に示す。

①資料等調査
道路建設工事等において掘削対象となる岩石や土

砂が自然由来の重金属等を含有する可能性の有無を
把握するとともに、重金属等を含む場合の掘削ズリ
の処理・処分に関する規制の有無等を把握するた

め、資料等調査を行う。
具体的には、掘削予定範囲周辺及び掘削深度の地

質の把握、鉱山・温泉などの変質帯の分布、海成堆
積層の分布把握、日本の地球化学図 12）や近隣の工事
関係調査報告書などの既往資料収集、関係法令の確
認などを行う。

②現地調査・室内分析
資料等調査の結果、自然由来の重金属等を含む地

質が存在する、あるいは存在する可能性を否定でき
ない場合には、現地調査を実施する。

具体的には、地質踏査、湧水や表流水の水質調査
（重金属等や酸性水）、表層地質や既存ボーリングコ
アの化学分析等を行う。

以上は、最初のステップとしての現地調査及び化
学分析であり、本調査の結果、重金属等が存在する
あるいは酸性水が発生することが確認された場合に
は、ボーリングによる詳細調査を行う（図 9）。詳細
調査は、重金属等を溶出する地質の把握、重金属等
の種類と溶出濃度の把握（短期・長期溶出リスク）、
発生する掘削ズリのうち基準を超過するあるいは酸
性水を発生する掘削ズリの量の推定などを行う。

③対策工法検討
重金属等の溶出や酸性水を発生する地質の存在が

確認された場合には、対策のための次の検討を行う。
・ 発生する掘削ズリの日々の有害性判定方法（簡

易分析、公定法分析等）及び管理方法について、
掘削ズリの発生量、ストックヤード確保の可否
等と合わせて検討する。

・ 問題のある掘削ズリの対策方法について、モニ
タリング方法を含めて複数の工法の比較検討を
行う。このとき、候補となる対策方法の適用性
確認試験（トリータビリティ試験）も合わせて実
施する必要がある。

4.2.2　対策方法
基準を超過する重金属等を溶出する、あるいは酸

性水を発生する掘削ズリの処理・処分方法について
以下に示す。

掘削ズリ等の建設工事で発生する有害な残土の処
理対策については、「建設工事で遭遇する地盤汚染
対応マニュアル（暫定版）」以下「遭遇マニュアル」
と称す）あるいは「岩石に由来する環境汚染に関す
る共同研究報告書　建設工事における自然由来の重
金属汚染対応マニュアル（暫定版）」2）（以下、「岩石マ
ニュアル」と称す）」に示されている。

遭遇マニュアルでは、自然由来で基準を超える重
金属等を含む土壌をその分布域外に搬出する場合は
汚染土壌と同様に次の方法で処理・処分することと
している。

① 「搬出する汚染土壌の処分方法（環境省告示第
20 号）」に定める方法

・最終処分場・埋立場所等への処分
・汚染土壌浄化施設における浄化

調査終了

①資料等調査（自然由来重金属等の存在の可能性把握）
・地質図，地形図，空中写真
・鉱山，鉱床分布図，地球化学図
・湧水，温泉その他水質に関する資料（自治体公表資料）
・関係法令の確認（法，条例，要綱）　等
　　（その他：生態環境，水源環境等）

重金属等の
存在の可能性

なし

あり
②現地調査・室内分析（自然由来重金属等の有無や範囲を把握）
・現地踏査（地形・地質，湧水，酸性水発生の有無）
・ボーリング調査（地質，鉱化帯の分布，分析試料採取）
・室内分析（溶出量，含有量，全含有量，長期溶出リスク試験，
　化学組成，鉱物組成）
・物理探査（電気探査等）　等
　　（その他：生態環境，水源環境等）　

調査終了重金属等の存在 なし

あり
③対策工法検討（現地調査・室内分析等）
・工法比較選定（コスト，工期）
・周辺地盤や敷土等の吸着能に関する試験
・不溶化処理に関する試験
・掘削土砂搬出先の重金属のバックグラウンド濃度に関する
　試験等

対策工事
施工箇所周辺の
モニタリング

終　了

モニタリング
終了の判断基準

適合

不適合

計画見直し対策工法の検討 適用不可

適用可

維持管理

図 8　自然由来の重金属等に関する調査・対策の流れ .

粉砕

縮分

抽出 混合

図 9　 トンネル掘削ズリを対象としたボーリングコア
からの試料採取例 .
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・ セメント工場等におけるセメント原料等として
の利用

② 「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年 12 月
26 日　環境省令第 29 号）第 28 号に定められる
汚染の除去等の措置に準じた次の汚染拡散防止
措置

・遮水工封じ込め
・不溶化埋め戻し
岩石マニュアルでは、長期的溶出リスクも考慮し、

リスクの状況によって図 10 の方法で処分すること
としている。

また、以下のような対策工法も実施されており、
今後、注目される。

・吸着層を用いた工法（図 11）
雨水の侵入を防ぐとともに、浸透した雨水に溶出

した重金属等を、良質土と吸着剤を混合した吸着層
に吸着し浸出を防止する。施工性が高い。吸着層は
透水性が確保されているため、盛土内に水が溜まる
ことはない。トンネル工事の掘削ズリの対策に適用
された実績がある。

・ 盛土の閉め固め及び覆土工法（仙台市営地下鉄

の事例）
滝の口層の海成泥岩は、未酸化の状態では砒素を

溶出し、長時間暴露され酸化が進行した場合にはカ
ドミウム等の重金属を含む酸性水を溶出する特性を
有する。この建設発生土を盛土し締め固め、覆土を
行うことで、雨水の浸透及び酸素との接触が制限さ
れ、重金属の溶出や酸性水発生が抑制されることが
確認されている 13）。

現在、「建設工事における自然由来重金属等含有
土砂への対応マニュアル検討委員会（嘉門雅史委員
長）」によって、新しい対応マニュアルが検討され
ているところである。今後、上記の対策方法を含め、
人の健康に影響を及ぼさない、極力低コストの対策
工法が用いられると考えられる。
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