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自然由来土壌汚染について

自然由来の土壌汚染の法律上の位置づけ

2003.2 土壌汚染対策法施行
・条件を満たせば自然由来の土壌汚染として法適用除外

2010.4 改正土壌汚染対策法施行
・人為的、自然的原因にかかわらず法適用

2011.7 施行規則の一部改正
・形質変更時要届出区域に「自然由来特例区域」を設けた

・形質変更時、帯水層に接する施工方法も可能とした

・調査対象地の調査方法の緩和



自然由来土壌汚染の判定方法
～土壌溶出量基準に不適合な場合～

①特定有害物質の種類

ⅰ）特定有害物質が砒素、鉛、ふっ素、ほう素、水銀、カドミウム、セレン、

六価クロムである。

ⅱ）砒素、鉛、ふっ素、ほう素については、自然由来の汚染の可能性が高い。

②特定有害物質の含有量の範囲等

ⅰ）溶出量が土壌溶出量基準の概ね10倍を超えない。

ⅱ）含有量（酸抽出法）が、全量分析含有量の上限値を十分下回る。

ⅲ）全量分析による含有量が、全国バックグランド濃度の全量分析含有量の上限値を超
えない。

ⅳ）上記の上限値を超えた場合は、バックグランド濃度との比較、化合物形態等を確認
する。

③特定有害物質の分布特性

特定有害物質の含有量の分布に、使用履歴のある場所等との関連性を示す局在性が認
められないこと。

自然由来土壌汚染の判定方法
～土壌含有量基準に不適合な場合～

①特定有害物質の種類

特定有害物質が砒素、鉛である。

②特定有害物質の含有量の範囲等

ⅰ）含有量（酸抽出法）が、全量分析含有量の上限値を十分下回る。

ⅱ）全量分析による含有量が、全国バックグランド濃度の全量分析含有量の上
限値を超えない。

ⅲ）上記の上限値を超えた場合は、バックグランド濃度との比較、化合物形態
等を確認する。

③特定有害物質の分布特性

特定有害物質の含有量の分布に、使用履歴のある場所等との関連性を示す局
在性が認められないこと。

全国バックグランドの上限値の目
安 As 39 mg/kg
 Pb 140
 F 700
 B 100
 Hg 1.4
 Cd 1.4
 Se 2.0
 Cr6+ ---

土壌汚染対策法の施行について 環水土第20号 （平成15年2月4日）

名古屋市の課題

土壌及び地下水汚染規制部会の議論
 自然といえども健康被害が起こらない対策が必要

 健康被害がなければ、対策費用の軽減を図るのが合理的

 風評被害が起こらないようする

 リスクコミュニケーションが重要。「汚染があること」と「健康
リスクがあること」は別物。

 全て掘削除去は合理的ではない

 掘削除去による搬出により、汚染を拡大する恐れがある。

 自然由来の証明は困難。費用も高額となる。自治体として支援し
て欲しい。

自然的な土壌汚染情報を整理・公開する必要がある



名古屋市の取り組みについて

調査研究の概要
自然的原因による土壌・地下水汚染に関する調査研究
（平成23年度～平成25年度）
目的

一般的に自然由来の土壌汚染の場合、広範囲な汚染が想定
され、掘削除去の効果は薄く、不適切な管理や運搬より、む
しろ土壌汚染の拡大を招くことが懸念される。そのため、本
調査では、市内での自然的原因による土壌・地下水汚染の実
態を調査解析し、合理的で適切な土壌・地下水汚染対策の推
進に寄与することを目的とする。
調査内容
・過去の地下水データを整理解析 →前回の報告内容
・汚染地下水の特徴づけ →前回の報告内容
・土壌コアサンプルを用いた地層別土壌汚染の実態調査

→今回の報告内容
・土壌汚染と地下水汚染の関連づけ

調査方法
調査試料

建物建築の際の地質調査による土壌コア試料を入手
し、ボーリング柱状図の土質区分、色調、Ｎ値等を参考
に、地層の変わり目で試料を採取した

試料調整法
土壌試料を粉砕し、その一部を採取し、前処理を行い
分析を実施した

調査対象元素
ふっ素、クロム、鉛、ほう素、ヒ素、セレン、
カドミウム、水銀の８元素を対象

調査地点およびその概要
a)1998年8月採取

0～-20.83mの土壌コア試料（20_11）
b)2007年11月採取

0～-25.45mの土壌コア試料(25_14)
c)1998年9月採取

0～-20.35mの土壌コア試料(20_8)
d)1998年7月採取

0～-30.45mの土壌コア試料（30_22）
e)1992年6月採取

0～-35.30mの土壌コア試料(35_14)
f)1995年8月採取

0～-50.45mの土壌コア試料(50_21)
g)2003年7月採取

0～-33.40mの土壌コア試料（33_20）



分析方法の概要 １

クロム、鉛、ヒ素、セレン、カドミウムの
分析方法

・底質調査方法の圧力容器法に準ずる方法
・ICP-MSによる一斉分析

<ICP-MSの分析条件>
測定質量数および測定モード
Cr: 52 ヘリウムコリジョンモード
Pb:208 ヘリウムコリジョンモード
As:75 ヘリウムコリジョンモード
Se:78 水素コリジョンモード
Cd:111 ヘリウムコリジョンモード

内部標準物質
In:115

分析方法の概要
2ふっ素、ほう素の分析方法

・底質調査方法のアルカリ溶融法に
準ずる方法にて前処理を実施

・ふっ素はイオン電極法にて定量
・ほう素はICP発光分析法にて定量

<ICP-AESの分析条件>
B定量波長 208.959nm

分析方法の概要
3水銀の分析方法

・底質調査方法の硝酸－硫酸－過マ
ンガン酸カリウム分解法に準ずる方
法にて前処理実施

・還元気化原子吸光法にて定量
定量波長 253.7nm

各元素の地層毎の含有量（平均値
）a)ふっ素 b)クロム、鉛

c)ヒ素、ほう素 d)セレン、カドミウム、水銀



既存文献値・土壌の自然由来判定
の上限値の目安との比較 １

文献値
10ppm

文献値
2.1ppm

文献値
0.067ppm

文献値
0.1 5ppm

上限値目安 文献値
540ppm

既存文献値・土壌の自然由来判定
の上限値の目安との比較 ２

文献値
0.05ppm文献値

8.7ppm

文献値
140ppm

文献値
540ppm

各元素の深さ毎の含有量 １
a) ヒ素 b) 水銀

c) 鉛 d) カドミウム

各元素の深さ毎の含有量 ２
e) クロム f) ふっ素

g) ほう素 h) セレン



各元素の分布実態と既存データと
の比較

 各元素の分布実態

 昨年報告した地下水汚染マップとの比較

 産総研「地球化学図」との比較

地下水汚染マップの概要

調査解析データ(延べ766地下水、496地点)
・地下水常時監視データ（平成元年度～平成22年度）
・汚染井戸周辺調査データ
・調査研究データ

調査項目
・砒素

・水銀

・鉛

・カドミウム

・六価クロム

・ふっ素

・ほう素

・セレン

解析方法
・平面分布 →MANDARA ver9.34解析（等値曲線 約800メッシュとして描画）

産総研「地球化学図」の概要

 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
 「地球化学図」を公開（53元素の全国的な分布）
 河川堆積物・岩石・土壌などの全分析結果をまとめて

いる（日本全国を概ね10km×10kmに1地点採取）
 全分析結果
 全地点の平均を算出し、外れ値は棄却している
 ホームページ、書籍にて公開

http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/index.htm

東海地方での試料採取地点

本ページの図は、以下の著作物を利用しています。
産業技術総合研究所地質調査総合センター、海と陸の地球化学図「陸試料の詳細情報」
(https://gbank.gsj.jp/geochemmap/shosai.htm)、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1
（http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）。



日本各地における砒素の分布

宮崎県土呂久

兵庫県神河町

北海道
幌別鉱山

岡山県井原市
日吉鉱山

北海道
定山渓

本ページの図は、以下の著作物を利用しています。
産業技術総合研究所地質調査総合センター、海と陸の地球化学図「日本全国の地球化学図（ヒ素）」
(https://gbank.gsj.jp/geochemmap/zooma/land/zAs/index.html)に、鉱山名を加筆、
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1 （http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）。

ヒ素の分布実態
・南西部では小さな山が認めら
れたが、他は一様に低い値で
あった。

ヒ素の地下水汚染マップ

ヒ素の分布実態

本ページの図は、以下の著作物を利用しています。
産業技術総合研究所地質調査総合センター、海と陸の地球化学図「日本全国の地球化学図（ヒ素）」
(https://gbank.gsj.jp/geochemmap/zooma/land/zAs/index.html)に名古屋市行政区画を加筆、
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1 （http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）。

水銀の分布実態
・一部試料で、浅層部で相対的に
高い値を示した地点もあったが、
他は、非常に小さい値であった。

水銀の地下水汚染マップ



水銀の分布実態

本ページの図は、以下の著作物を利用しています。
産業技術総合研究所地質調査総合センター、海と陸の地球化学図「日本全国の地球化学図（水銀）」
(https://gbank.gsj.jp/geochemmap/zooma/land/zHg/index.html)に名古屋市行政区画を加筆、
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1 （http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）。

鉛の分布実態
・一部の試料で、表層付近が高
かったほかは、平面的にも、深さ
方向でも、一様に低い値で
あった。

鉛の地下水汚染マップ

鉛の分布実態

本ページの図は、以下の著作物を利用しています。
産業技術総合研究所地質調査総合センター、海と陸の地球化学図「日本全国の地球化学図（鉛）」
(https://gbank.gsj.jp/geochemmap/zooma/land/zPb/index.html)に名古屋市行政区画を加筆、
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1 （http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）。

カドミウムの分布実態
・一部の試料で、ひげ状のピーク
を認めたが、他は低い値であ
った。

カドミウムの地下水汚染マップ



カドミウムの分布実態

本ページの図は、以下の著作物を利用しています。
産業技術総合研究所地質調査総合センター、海と陸の地球化学図「日本全国の地球化学図（カドミウム）」
(https://gbank.gsj.jp/geochemmap/zooma/land/zCd/index.html)に名古屋市行政区画を加筆、
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1 （http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）。

クロムの分布実態
・市の東部で高く、南西部では
低い値であった。

六価クロムの地下水汚染マップ

クロムの分布実態

本ページの図は、以下の著作物を利用しています。
産業技術総合研究所地質調査総合センター、海と陸の地球化学図「日本全国の地球化学図（クロム）」
(https://gbank.gsj.jp/geochemmap/zooma/land/zCr/index.html)に名古屋市行政区画を加筆、
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示2.1 （http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/）。

ふっ素の分布実態
・海に近い南西部では、深さに
依らず一様な分布であった。

・市の北部では、深さとともに
低下した。

ふっ素の地下水汚染マップ



ほう素の分布実態
・市の南西部でひげ状ピークが
認められたが、他は一様分布
であった。

ほう素の地下水汚染マップ

セレンの分布実態
・一部試料で、ひげ状ピークを認
めたが、他は低い値であった。

セレンの地下水汚染マップ

今後の予定

 土壌コアサンプルを用いた全分析

→各元素の平面的、深さ方向、地層別の含有量実態の充実

→各地点間の深度、地層情報を関連づけ、三次元的な土壌

汚染マップの作成

 地下水汚染との関連の考察

→形態別分析の実施


