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土壌汚染の調査の問題点土壌汚染の調査の問題点

土壌汚染から温泉開発まで土壌汚染から温泉開発まで
土や地下水のことは是非ご相談下さい土や地下水のことは是非ご相談下さい

地質コンサルタントに対して損害
賠償責任を求めるケースが増えて

いくことが予想される



成沢

土壌・地下水汚染関連

リスク対策リスク対策33か条　　　　か条　　　　

n 法令の把握（土壌汚染対策法の可能性の制約）
　　　　

n 土地売買契約書
　　　　みえざる瑕疵への対応
　　　　　契約事項の検討

n 適切な調査・対応
　　　　特に初期調査・方向性の決定が重要
　　　　　ボーリング調査・観測井設置に注意

DRICO ドリコ株式会社

n 土壌汚染対策法（2003.　2～）

　　　
n 不動産鑑定評価基準の改定（2003.　1～）
　　　　　　　　　　　　土壌汚染の有無およびその状況を加味した鑑定
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土壌汚染対策法の目的土壌汚染対策法の目的
国民の安全と安心を確保するため

環境リスクを適切に管理し、人の健康への影響　を
防止する

　　　直接摂取によるリスクの低減

　地下水等の摂取によるリスクの低減

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成１５年２月施行）

DRICO ドリコ株式会社

調査の対象となる土地調査の対象となる土地

①有害物質を取扱う工場・事業場の廃止時や　用途の変
更時

②土壌汚染の可能性の高い土地で必要な時

　　　　　指定調査機関が調査
　　　　　　　　（汚染あり）

指定地（リスク管理地）として台帳に登録、閲覧

土地所有者の責任において浄化の必要性

DRICO ドリコ株式会社
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リスク

環境リスク

　・生活環境にかかわるリスク　

　・健康影響にかかわるリスク

　　　・直接摂取によるリスク（摂食、皮膚接触、吸収）　
　　　　含有量基準　　（重金属等　９　項目）

　　　・地下水等の摂取によるリスク

　　　　溶出量基準　　（重金属等、揮発性有機化合物、
　　　　農薬等　合計２５　項目）

　　　

DRICO ドリコ株式会社

調査の契機調査の契機
用途変更前　　　　　　用途変更後　　　　　　　　　　調査の必要性

Ａ社工場 　　　　　Ｂ社工場 　　　　　　　　　　・・・・・・　　調査不要

Ａ社工場 　　　　　Ａ社工場・倉庫 　　　　　　・・・・・・　　調査不要

Ａ社工場 　　　　　Ａ社工場　住宅・公園等 　・・・　　　一部調査必要　

Ａ社工場 　　　　　住宅・公園等 　　　　　　　・・・・・・　　調査必要

土壌汚染対策法にかかわる調査は10％前後（ドリコ実績より推定）

→大部分は土壌汚染対策法の範囲外

DRICO ドリコ株式会社
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調査義務の猶予について

　　　（人の健康に係る被害が生じるおそれがない場合）

引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合

職住同居型の小規模な工場・事業場の敷地が引き
続き居住の用に供される場合

鉱業権の消滅後5年以内の鉱山の敷地等

小規模事業者への配慮（クリーニング業等）

工場又は事業場の敷地の面積が300㎡以下の場合であっ
て、周辺で地下水の飲用利用等がなされていないとき

DRICO ドリコ株式会社

DRICO ドリコ株式会社

土壌汚染対策法の可能性と制約-調査時

・調査の深度　　　～５０ｃｍ　?

・調査の間隔　　　１０ｍピッチ　・３０ｍピッチ?

・調査対象項目　　土地履歴　?

　　　　　　　　　　　　２5項目　?

・指定調査機関　　（地質コンサル、ゼネコン、分析会社、
水処理会社）?

・分析方法
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事例-1
事例1.千葉県A市・平成12年に工場側主体による表層土壌調査実施　

　　　　　　　　　　　　20ｍピッチ、のべ150点　採取深度GL-15ｃｍ

　　　　　　　　　　　→汚染なし
　　　　　　　　　　　・平成13年に土壌搬出予定のマンション建設会社主体による表
　　　　　　　　　　　　層土壌調　実施

　　　　　　　　　　　　20ｍピッチ、のべ136点　採取深度GL-100ｃｍ

　　　　　　　　　　　→のべ15地点にて環境基準を超過　

　　　　　　　　　（鉛、砒素、総水銀）
　　　　　　　　　・当初の調査結果に対して住民側から抗議がおこる。工事ストップ
　　

DRICO ドリコ株式会社

事例-2
静岡県B市　　平成14年に土壌汚染対策法に順じた表層土壌調査実施　

　　　　　　　　　　　　10ｍピッチ、　採取深度GL-50ｃｍ、のべ25箇所

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　3箇所で汚染あり。引き続き汚染が見られた地点にて8ｍの
　　　　　　　ボーリングを行い　土壌、および地下水の水質を測定する。

　　　　　　　　　　　　→地下水汚染なし

　　　　　　　　　　　　→土壌　汚染あり

　　　　　　　　　　　特にGL-3ｍの地点に高濃度の汚染が判明

　

　　　　　　　　　　　→表層土壌調査の有効性に疑問、調査やり直し

DRICO ドリコ株式会社
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DRICO ドリコ株式会社

土壌汚染対策法の可能性と制約 –浄化対策査時

● ● ● ● ●

● ● ★ ● ●

● ★ ★ ● ●

● ● ● ★ ●

● ● ● ● ●

● 基準値未満の地点

★ 基準値超過の地点

指定区域の範囲

１０ｍ

１０ｍ

１０ｍの格子状で行った調査により指定区域が決定される

指定区域の選定　　　　　　　　　　　　　　　

汚染物質の分類汚染物質の分類
n 第一種特定有害物質（揮発性有機化合物（VOC））
　　　（トリクロロエチレン、ﾍ゙ﾝｾ゙ﾝなど　１１物質）
n 第二種特定有害物質（重金属等）
　　（砒素、鉛、水銀およびその化合物など　９物質）
n 第三種特定有害物質（農薬等+PCBｓ）
　　（チウラム、有機りん化合物等　５物質）
n ダイオキシン類
n 硝酸性窒素
n 油類（BTEX、ガソリン、軽油、重油等）
n その他の重金属類、農薬類

DRICO ドリコ株式会社
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事例-3　油汚染は？
土壌汚染対策法に規定されない汚染についても、依頼者のニー

ズに応じ当該状況に係わる詳細調査等をおこなうことを妨
げるものではありません。

なお、土壌汚染対策法に規定されない汚染であっても、価格
形成に重大な影響があると認められた場合には、当該要因
の影響を当然考慮すべきです。　　　　　　　

国土交通省土地・水資源局地価調査課

　　（「不動産鑑定」2002年11月号）

DRICO ドリコ株式会社

事例-4　油汚染は？
マンション建設用地から油汚染発覚。瑕疵担保責任特約に基

づく損害賠償および工事遅延障害金の請求

売り手：土壌汚染対策法に基づく調査　→環境基準値以下、
問題なし

買い手：多量のオイル、悪臭　→　費用をかけて処理する必要
あり

　

DRICO ドリコ株式会社

油汚染の処理は当然必要な措置
　　　　　　　　

東京地裁　　（H14.９．２７）
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指定調査機関
技術的能力を有する調査機関をその申請によ
り環境大臣が指定

　　　　　　　　　　　　　
地質コンサル、水処理会社、

分析会社、ゼネコン　その他多数の参入

DRICO ドリコ株式会社

885社が認定される
（2003.2）

１３２３社が認定される

（2003.12）

法に基づいた調査でも
100％の信頼性は得られない
・土壌汚染調査はあくまでも　最低限法律に準拠して
行う土壌の診断である。

・したがって、より細かく調査を行えば　汚染が新たに
見つかる可能性も考えられる。

・指定調査機関による技術差は大きい。調査機関に
よって結果が異なる恐れあり。

DRICO ドリコ株式会社

土壌汚染対策法の結果のみにて
土地の売買を行うことは買い手とし
てはリスク大



成沢

土壌・地下水汚染関連

土壌調査には現場毎に技術者が必要
～下請任せはリスク大

l 精度の高い調査　＝　効率の良い浄化ができる。

l 浄化手法を考慮した調査方法の実施。

l 現場での地質や汚染状況に応じた臨機応変な対応が可能。

l 一貫体制を行うことで、情報管理、守秘義務を徹底できる。

DRICOドリコ株式会社

・土地の売買では調査方法の可能性
と制約に関する共通認識が必要。

・その「場」をとらえた調査計画の立案
ならびに地質汚染調査が重要

まとめ

DRICO ドリコ株式会社

優れたジオドクターが必要
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NPO日本地質汚染審査機構

土地の売買における土壌汚染
の状況を中立な立場で判定する。

審査会は学識経験者、行政、地
元住民などが参加し、開かれた
状況にて行われる。

理事長：茨城大教授：楡井久氏

DRICO ドリコ株式会社

残土石処分地・廃棄物最終処分場にかかわ
る地質汚染調査浄化技術の研修会　
5.26～２９

n 水郷の町－潮来市の環境行政
n 千葉県における残土に係わる条例と行政･････千葉県環境生活部
n 地質汚染と「土壌汚染」
n 土壌汚染対策法の問題点･････佐藤　泉
n 地下水汚染物質移動の基礎講座
n 廃棄物・汚染残土石に係わる地質汚染調査の基本－単元調査法と無単元
n 調査法（土壌汚染対策法の調査の問題点）－･･楡井　久（地質汚染診断士・理

学博士、汚染残土石層の記載法
　廃棄物・残土石層の構造解析と物理探査
　汚染残土石層の浄化対策法とモニタリング　重金属汚染の調査・対策における簡

易分析の有効性と限界性
n 重金属汚染土の公定法分析と現場機器分析
n 重金属汚染土の浮遊粉塵と機器分析法・評価
n 残土石処分地の現場実習（貫入式ボーリング・水準測量・地下水位測定・簡易

水質調査・露頭調査など）
n 　重金属等汚染土の調査・対策にかかわる安全衛生管理
n 廃棄物層・残土石層のコア記載法と廃棄物層・汚染残土石層の診断実習･･重金

属の現場簡易分析実習



成沢

土壌・地下水汚染関連

資料等調査・土地利用履歴調査資料等調査・土地利用履歴調査

n 現地踏査
n ヒアリング、有害物質の使用履歴についての情

報
n 過去の地形図による調査
n 過去の空中写真による調査
n 地質・水理地質状況についての情報
n 既存井戸の調査結果
n 自治体等による周辺の調査結果

DRICO ドリコ株式会社

優れたサイトアセッサーの育成が必要

　「場」の把握　

VOCVOC汚染調査の流れ汚染調査の流れ

n 資料等調査、土地利用履歴調査

n 概況調査（表層土壌ガス調査）

n 詳細調査

　　　ボーリング調査

　　　観測井の設置

　　　浄化工法に必要な調査

DRICO ドリコ株式会社
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表層土壌ガス調査表層土壌ガス調査

↑君津式土壌ガス調査法

ハンドフィード型簡易ボーリングマシン→

DRICO ドリコ株式会社

表層土壌ガス調査の例表層土壌ガス調査の例

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B 1 1

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

D1 D2 D3 D4 D7 D8 D9 D 1 0 D11

E1 E2 E3 E4 E 7 E8 E9 E10 E11

F1 F2 F3 F4 F 5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

G1 G2 G3 G4 G8 G10

H1

I1 I3 I5 I7 I 9

TＣＥ濃度
(ppm)

20

40

60

80

100

ND
ホットスポット

DRICO ドリコ株式会社

汚染中心部は１から
２ｍピッチで行う。
10mピッチはよい結
果が得られにくい。



成沢

土壌・地下水汚染関連

深度：50m
掘削径：φ86mm

ボーリング調査例①ボーリング調査例①（オールコアボーリング）（オールコアボーリング）

ホットスポット

TＣＥ濃度
（ppm）

20

40

60

80

100

ND

DRICO ドリコ株式会社

④コア記載・地質断面図作成

ローム

砂礫

シルト

　　　　　　地下水位

ボーリング調査例②ボーリング調査例②

0

10

20

30

40

50

0 .001 0 . 1 1 0

⑤TCE 濃度

汚染あり

汚染あり

汚染なし

0

10

20

30

40

50

02004 0 0

③電気検層
①オールコアボーリング（φ86mm、50m）

②サンプリング：現場簡易分析（1m毎）、公定法分析（2m毎）

DRICO ドリコ株式会社
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ローム

砂礫

シルト

　　　　　　地下水位

観測井の設置例観測井の設置例 ①①

汚染範囲 観測井の設置 （VP100）
50m 30m 20m

オールコアボーリング

DRICO ドリコ株式会社

　ローム

　　　第二難透水層

　　　第二帯水層

　　　第一難透水層

　　　第一帯水層

地下水位

柱状図 PID-GC

＜第二帯水層の地下水＞
汚染なし

＜第一帯水層の地下水＞
汚染あり

＜不飽和帯中＞
汚染あり

オールコアボーリング調査結果オールコアボーリング調査結果

DRICOドリコ株式会社
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①汚染範囲の確定
（水平方向、垂直方向）

④流向・流速

③四隅に観測井設置
（オールコアボーリング30m×4 , 30m×4 , 20m×4 

②ホットスポットに観測井を設置
（50m  ,  30m  ,  20m）

観測井の設置例観測井の設置例 ②②

DRICO ドリコ株式会社

採取方法　？

土壌分析採取－１土壌分析採取－１

DRICOドリコ株式会社

採取深度　？

採取地点　？

コア径　？

分析機関までの管理・運搬方法　？

掘り止め深度　？

ボーリングマシンの種類

無水・清水・泥水？
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土壌採取地点の選定

出典：資源環境対策ｐ１４９３、
上砂正一

柱状図

土壌分析採取地点－２土壌分析採取地点－２

DRICOドリコ株式会社

コアはφ８６以上

中心部から採取

Φ８６　コア径６８ｍｍ
Φ６６　コア径４８ｍｍ
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地質調査資料（地盤調査結果）

・近傍でのボーリングデータ

・予想される地下水位

・高濃度汚染の存在の可能性

・各帯水層の予想

地盤調査と地質汚染調査と
の違い

ガイドパイプ挿入状況
 

 

 

 

 

φ86mmコアパックで掘削 

口元崩壊保護としてφ165mmのガイドパイプ挿入 

φ86mmコアパックで掘削 

1A層孔内崩壊となり掘進困難となる 

1A層下層の粘性土までφ127mmのガイドパイプ挿入 

φ86mmコアパックで掘削 

1B層孔内崩壊となり掘進困難となる 

1B層下層の粘性土までφ101.6mmのガイドパイプ挿入 

φ86mmコアパックで掘削 

1C層孔内崩壊となり掘進困難となる 

1C層下層の粘性土までφ101.6mmのガイドパイプ挿入 

φ86mmコアパックで掘削 

2A層孔内崩壊となり掘進困難となる 

掘削予定深度まで 1m毎にφ86mmコアパックで掘削した後、φ101.6mmのガイドパイプ

挿入を行う作業を繰り返し行った 

図-2-5 オールコアボーリング ガイドパイプ挿入状況（例：B-41） 

 

他のボーリング地点においては、崩壊が生じた1B帯水層に対してガイ

ドパイプを挿入している。 
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性
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性
土

粘
性
土

1B

φ86mmで掘削 口元崩壊防止φ165mmの
ガイドパイプ挿入

1A層掘削時孔内崩壊

1A層の下層（粘性土）まで
φ127mmのガイドパイプを挿入

1B層掘削時孔内崩壊

1B層の下層（粘性土）まで
φ101.6mmのガイドパイプを挿入

1C層掘削時孔内崩壊

1C層の下層（粘性土）まで
φ101.6mmのガイドパイプを挿入

2A層掘削時孔内崩壊
掘削予定深度まで

φ101.6mmのガイドパイプを挿入
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観測井設置

図-2-12　井戸構造図
A2エリア
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発生土及び硅砂

セメントミルク

ベントナイトペレット

硅砂

ストレーナー管

無孔管

無孔管

2A帯水層

1C帯水層

1A・1B帯水層

帯水層ごとに観測井を設置



成沢

土壌・地下水汚染関連

お問い合わせ・連絡先お問い合わせ・連絡先

n ドリコ株式会社
　　地下水・土壌環境室
　　　　　　　東京都中央区銀座4-9-13
　　　　　　　　℡.03-3542-8046
　　　　　　　 E-mail:narisawa@drico.co.jp

　　　　　　　http://www.drico.co.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成沢
　　　　　　　　　　　　 　　

　　　　　　　　　　　　　　　　お気軽にご相談ください。
　　

DRICO ドリコ株式会社


