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自然由来に関する話題や
ネパールでの井戸掘削について
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愛知土壌・地下水汚染対策研究会
第47回研究会

平成26年11月10日

自然由来について
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海成堆積物

温泉

火山・火成岩

鉱山・鉱脈

海成堆積物 ：ひ素、ふっ素、鉛、他

温泉 ：ひ素、鉛、ふっ素、他

鉱山・鉱脈 ：ひ素、鉛、カドミウム
水銀、他

花崗岩 ：ふっ素

蛇紋岩 ：六価クロム

自然由来の土壌汚染と判断した事例の数が最
も多い物質は砒素砒素砒素砒素であり、次いでふっふっふっふっ素、鉛素、鉛素、鉛素、鉛、
水銀の順

平成22 年４月 改正土壌汚染対策法

自然的原因により有害物質が含まれる

汚染土壌の取り扱い

• 旧土壌汚染対策法
自然的原因によって有害物質が含めれてい
る場合は法の対象外

• 改正土壌汚染対策法

自然的原因によって有害物質が含めれてい
ても法の対象とする

自然由来による土壌汚染
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全国の要措置区域等の現在の指定件数

H24.6.1時点 H24.8.1時点H24.11.1時点H26.7.1時点

要措置区域 76 73 84 124

形質変更時要届出区域 567 601 668 1085

うち自然由来特例区域 13131313 21212121 28282828 60606060

うち埋立地特例区域 1 1 5 6

うち埋立地管理区域 13 13 18 38

環境省ホームページより
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自然由来特例区域計 計60箇所（その１） H26.7.1現在

（赤字はH24.11以降の指定）

• 青森県青森市古川二丁目 ひ素

• 青森市造道三丁目 ひ素

• 青森市小柳五丁目 ひ素

• 青森市篠田三丁目 ひ素

• 宮城県岩沼市下野郷 ひ素

• 宮城県石巻市吉野町 ひ素

• 宮城県仙台市太白区郡山六丁目 鉛、ひ素

• 秋田県湯沢市下院内 鉛、ひ素

• 秋田県秋田市新屋鳥木町1 ひ素

• 秋田県秋田市山王一丁目 ひ素

• 福島県猪苗代町千代田 ひ素

• 福島県郡山市待池台二丁目2 鉛、ひ素

• 福島県郡山市待池台二丁目60-3 鉛、ひ素

• 福島県郡山市待池台二丁目60-25 鉛、ひ素

• 福島県郡山市富田町若宮 ひ素、ふっ素、ほう素

• 福島県郡山市田村町金屋 ひ素、ふっ素
環境省ホームページより

自然由来特例区域計 計60箇所（その2） H26.7.1現在

（赤字はH24.11以降の指定）

• 茨城県稲敷市釜井字立切 ひ素

• 埼玉県戸田市戸田都市計画事業新曽第一 ひ素

• 埼玉県川越市的場新町 鉛

• 埼玉県吉川市大字川藤、須賀 ひ素、ふっ素

• 埼玉県行田市富士見町1、鴻巣市袋 鉛、ひ素

• 埼玉県越谷市大字増森 ひ素、ふっ素

• 埼玉県さいたま市西区 鉛

• 埼玉県八潮市大字新町 ふっ素

• 埼玉県三郷市番匠免三丁目 鉛、ひ素、ふっ素

• 千葉県横芝光町新井 ひ素

• 千葉県香取市大戸 ひ素

• 千葉県市川市市川南二丁目 鉛、ふっ素、ベンゼンベンゼンベンゼンベンゼン、六価クロム、シアンシアンシアンシアン

• 東京都港区三田2 ひ素 （解除）
神奈川県横須賀市長沢3丁目 セレン、鉛、ひ素、ふっ素

• 神奈川県横須賀市衣笠町 セレン、ひ素

• 神奈川県横須賀市船越町 セレン、ひ素

環境省ホームページより

自然由来特例区域計 計60箇所（その3） H24.11.1現在

（赤字はH24.11以降の指定）

• 石川県かほく市木津ハ5番 鉛、ひ素

• 福井県高浜町菌部 ひ素

• 岐阜県岐阜市祈年町4丁目 鉛、ひ素

• 愛知県清須市一場御園愛知県清須市一場御園愛知県清須市一場御園愛知県清須市一場御園 ふっ素ふっ素ふっ素ふっ素

• 愛知県名古屋市西区香呑町愛知県名古屋市西区香呑町愛知県名古屋市西区香呑町愛知県名古屋市西区香呑町6666 ひひひひ素素素素

• 愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目 ひひひひ素素素素

• 大阪都市計画事業大阪駅北大深東地区土地区画整理事業 ひ素、ふっ素

• 大阪府大阪市北区梅田三丁目 鉛、ひ素、ふっ素、ほう素

• 大阪府大阪市西淀川区姫里三丁目 鉛、ひ素、ふっ素

• 大阪府大阪市茶屋町地区 鉛、ひ素、ふっ素

• 兵庫県豊岡市中央町 鉛、水銀

• 兵庫県豊岡市中央町128 鉛

• 島根県益田市乙吉町イ ひ素

• 岡山県倉敷市鶴の浦三丁目 ふっ素

• 広島県三原町円一町 ひ素、ふっ素

環境省ホームページより

自然由来特例区域計 計60箇所（その4） H24.11.1現在

（赤字はH24.11以降の指定）

• 福岡県飯塚市平恒 水銀、鉛

• 福岡県新宮町緑が浜四丁目1291 ひ素

• 福岡県新宮町緑が浜四丁目1361 ひ素

• 熊本県熊本市黒髪二丁目 ふっ素

• 熊本県熊本市本荘町字瀬口 ふっ素

• 熊本県熊本市春日七丁目 ふっ素

• 熊本県熊本市南区富合町 ふっ素

• 熊本県熊本市西区小島二丁目 ふっ素

• 熊本県熊本市中央区萩原町 ふっ素

• 熊本県熊本市西区田崎二丁目 ふっ素

• 熊本県宇土市三捨町 ふっ素

• 大分県別府市内籠？上別府 ひ素

• 大分県別府市南立石 水銀

• 大分県中津市是則 鉛

環境省ホームページより
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自然由来特区に指定される際の

有害物質の種類 H26.7.1時点

砒素 42

ふっ素 23

鉛 18

セレン 3

ほう素 2

水銀 3

都道府県別 指定件数 H26.7.1時点

この数年で東北地方での指定が増える

青森県 4

秋田県 3

宮城県 3

福島県 6

茨城県 1

埼玉県 8

千葉県 3

東京都 1

神奈川県 3

石川県 1

福井県 1

愛知県 3

岐阜県 1

大阪府 4

兵庫県 2

島根県 1

岡山県 1

広島県 1

福岡県 3

大分県 3

熊本県 8

以下について情報収集

• ①埼玉県戸田市戸田都市計画事業新曽第一 ひ素
• ②埼玉県川越市的場新町 鉛
• ③埼玉県吉川市大字川藤、須賀 ひ素、ふっ素
• 埼玉県越谷市大字増森 ひ素、ふっ素
• ④埼玉県行田市富士見町1、鴻巣市袋 鉛、ひ素
• ⑤埼玉県さいたま市西区 鉛
• ⑥埼玉県八潮市大字新町 ふっ素

• ⑦東京都港区三田2 ひ素

• ⑧神奈川県横須賀市長沢3丁目 セレン、鉛、ひ素、ふっ素
• ⑨神奈川県横須賀市衣笠町 セレン、ひ素
• ⑩神奈川県横須賀市船越町 セレン、ひ素
• ⑪大阪府大阪駅北大深東地区 ひ素、ふっ素

• ⑫千葉県市川市市川南二丁目 鉛、ふっ素、ベンゼン、六価クロム、シアン

川越市的場市 越谷市増森

吉川市川藤

横須賀市衣笠
町、長沢3

横須賀市船超町

港区三田2

八潮市大字新町

さいたま市西区

戸田市北戸田

市川市 市川南
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洪積台地
沖積低地

丘陵地

丘陵地（海岸）

洪積台地

沖積低地

沖積低地

沖積低地

沖積低地

縄文海進とは

縄文時代、氷河期が終わり気候の温暖化によって起きた急激な海面上昇のこと。
ピーク時（約6000年前）には現海面上より数メートル高かったと言われている。こ

れにより、内陸の奥の方まで東京湾が入り浜を形成していた。その後、小海退等
を繰り返すことにより現在の状況に至る。

図：関東平野の縄文期貝塚の分布（東木龍七氏による） URBAN KUBOTAより参照

段丘礫層
砂層、シルト層

第三紀
泥岩？第三紀泥

岩？

ローム層

礫層

砂層、シルト層

埋め土？

砂層、シルト層

埋め土？

海成堆積物
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17

・・・・・砒素やふっ素（溶出量値）が

指定基準を超過して含まれること
が知られている

縄文海進（有楽町海進）により、10000年前～6000年前

の間に厚さ約40mの泥層 及び砂層が堆積し、東京の

下町を形成する沖積層。

下町低地全域および多摩川河口付近に広く分布し、低
地を構成する主要な地層である。

有楽町層 有楽町層の分布 (アーバンクボタより)

埼玉県戸田市戸田都市計画事業新曽第一 ひ素 沖積低地 沖積層 有楽町層

埼玉県川越市的場新町 鉛 洪積台地 段丘礫層 武蔵野礫層？

埼玉県吉川市大字川藤、須賀 ひ素、ふっ素 沖積低地 沖積層 有楽町層

埼玉県越谷市大字増森 ひ素、ふっ素 沖積低地 沖積層 有楽町層

埼玉県行田市富士見町1、鴻巣市袋 鉛、ひ素 沖積低地 沖積層 有楽町層

埼玉県さいたま市西区 鉛 沖積低地 表層（埋め土？） 埋め土？

埼玉県八潮市大字新町 ふっ素 沖積平野 沖積層 有楽町層

東京都港区三田2　 ひ素 洪積台地 ローム層、礫層
関東ローム層

武蔵野礫層

神奈川県横須賀市長沢3丁目 セレン、鉛、ひ素、ふっ素 丘陵地 岩盤 逗子泥岩層？

神奈川県横須賀市衣笠町　 セレン、ひ素 丘陵地 岩盤 逗子泥岩層？

神奈川県横須賀市船越町 セレン、ひ素 丘陵地（海岸） 岩盤 逗子泥岩層？

千葉県市川市市川南
鉛、ふっ素、ベンゼン、六

価クロム、シアン 沖積低地
表層

沖積層？

埋め土？

有楽町層

各地点の対象物質・地形・地質 自然由来の判断は？
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今後も混乱が続くか？

• 「自然由来特例の調査」以外の流れにおいて、自然由来と判断された
ケースにおいては、調査方法がバラバラであるのが現状であった。

• 「専ら自然由来」と判断するにあたり、指定調査機関や行政の判断は、
統一されていないのでは？

• 「専ら自然由来」と判断するにあたり、人為的な要因がないことは大前
提であるが・・・

「専ら自然由来」と「自然由来レベル」を混同している？

• H24.8改訂により盛土についても、専ら自然由来と判断された場合、自
然由来汚染盛土として自然由来特区に指定されることも今後想定され
るが

・・・盛土の地歴は難しい.誤った解釈が増えるのでは

有楽町層
七号地層
東京層

上総層群

三浦層群

・・・・・・・？？？

さらに

東京周辺に分布する海成の地層

終わりに 台帳への記載事項に対して

• 自然由来特区を始め要措置区域等に対しては、個別の事項を記載した
「台帳」を閲覧することが可能である。

• 台帳には、少なくても、指定年月日、所在地、概況、汚染状態（各サンプ
リング地点ごとの特定有害物質の土壌溶出量、土壌含有量、サンプリン
グの日時及び方法等）、指定調査機関名等を記載することとなっている。

• ここで、その場の状況を把握するためには、地質の記載、柱状図、さらに
地下水位や地下水濃度など、地質や水理地質の情報の添付を併せて願
いたい。特に自然由来について検討する場合は、これらの情報は必要で
ある。

また、行政においては担当者が変更になり、当時の状況が引き継がれて
いない場合も多い。担当者のレベル差も大きい。必要な資料をスムーズ
に開示できるシステムが望まれる。

情報収集のお願い

自然由来特区に対する情報の収集

・台帳の閲覧（可能であればコピー・・・おおよそコピー可能です）

・台帳には記載されていない その他資料の聴き取り

・地質状況、柱状図

・詳細調査結果、深度方向への濃度分布

・地下水調査結果

・隣地での第4条調査実施時における当該行政の対応方針

（自然由来に対して調査命令は出すか？）
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愛知県、および周辺のエリアにおいても

関東での事例と同じことが起こる可能性あり

要注意です

ネパールでの井戸掘削について

Location map of the study area in Nepal (Ooka, 2007)
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調査地域

ネパール中央南部ネパール中央南部ネパール中央南部ネパール中央南部 テライ低地テライ低地テライ低地テライ低地

ナワルパラシの農村集落ナワルパラシの農村集落ナワルパラシの農村集落ナワルパラシの農村集落 25地区
標高はおおよそ80ｍ

調査サイト タライ平原
標高は90ｍ程度

（ネパールは70ｍ～8848ｍまで 変化に富む）

農村の風景写真
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アジアにおけるひ素汚染
Arsenic Occurrence in Asia(World Bank,2005) 

ガンジス川,メコン川,黄河流域の堆積盆,沖積層,デルタで健康リスクを生じるヒ素が検

出.ネパールではテライ低地の地下水が局部的に汚染されている.

調査メンバー（2014.8）

• 地理・地形・気象・地質・水質などの専門家によ
るチーム

団長；敬愛大学 中村圭三教授

副団長；東北大学駒井武教授

• 井戸水の採取と現場での水質の簡易測定、
• 地下水と帯水層の地質構造の把握、
• 気象観測（降水量、蒸発散量など）
• ヒアリングによる健康リスクや生活状況の調査を
実施
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多くの井戸においてネパール基準の0.05ｍｇ/L
（50μｇ/L)を超過するひ素が検出される

ナワルパラシ地方では2008年の政府調査によれば総数32,219本の井戸のうち26%

が0.01～0.05㎎/Lの範囲, 12.28%の 3,957本が0.05㎎/Lを超えている。今回の調査
範囲においてはさらに多くの井戸にて0.05 最高濃度1200ppb

井戸掘削

50mの井戸を3日で掘る？

スレッジャー法

単管打ち込みによる井戸掘削

• 50mの井戸を手掘りで3日で掘り仕上げる。

（掘削状況はビデオにて説明）

先端のビット
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底質調査法 蛍光Ｘ線分析 現場にてひ素濃度分析 メルク社ドイツ製

現場迅速分析 ＱＵＩＣＫⅡアメリカ製

定量下限値
１ｐｐｂ
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井戸の深さとヒ素濃度の関係

深度12ｍ～24ｍの井戸において、
高濃度のヒ素が検出

深度10ｍ未満の井戸においては、ヒ
素は低濃度 基準値以下

深度40ｍ以上の井戸においては、
ヒ素は低濃度、基準値以下

ヒ素被害？で皮膚病になった少年。皮膚に黒い
斑点が出ている。弟も同様な症状。

慢性ヒ素中毒の慢性ヒ素中毒の慢性ヒ素中毒の慢性ヒ素中毒の症状症状症状症状

ヒ素侵入後数年～十数年して、慢性
ヒ素中毒が発生する。症状として皮
膚の色素沈着(点状またはびまん
性）、白斑（点状または雨だれ状）、
盛り上がった硬化（keratosis,角化
症）、皮膚癌などが発生する。皮膚
の変化の部位は露出部もあるが、
特に衣服に覆われている部分に出
現する場合も多い。

癌などはただちに発生するわけでは
ないから、その前に皮膚の変化で診
断することが重要で、診察には皮膚
科医の参加が必須である。（ウィキ
ペディア百科事典より）

JICAプロジェクトによる
村内のヒ素被害に対する掲示 利用されているろ過装置
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現地での実験

・添加物なし
・砂
・アルミナ
・鉄粉
・砂+鉄粉
・砂+アルミナ

時間の経過に伴う
ひ素濃度の変化を
測定

３価と５価のひ素分析
簡易分別定量フィールドキットによる（福岡市保健環境研究所 廣中博見氏考案）

現地の小学校にて分析をする東北大学 駒井教授

ひ素の毒性

• 無機ひ素（3価）＞無機ひ素（5価）＞有機ひ素

（亜ひ酸） （ひ酸）

化学物質安全性データブックによれば、ラットを用いた動物実験
で、経口投与におけるLD50（50％が死亡する量）は、

無機（3価）化合物の亜ひ酸；14.6mg/kg、

無機（5価）化合物のひ酸；48mg/kg、

有機ひ素化合物のジメチルアルシン酸；644mg/kgです。

アルセノベタインについてはほとんど毒性がないと考えられる

51

日本のODAによって掘削されたが

使われなく放置されている井戸
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ひ素による健康リスクの低減

安全な水の供給のために（1）

• 浅層の地下水（深度20ｍ位）・・ひ素濃度高い

やや深い地下水（深度50ｍ位） ・・ひ素濃度低い

⇒深度50ｍ位の井戸掘削の普及

・各家庭の井戸水や濾過水の水質の確認

⇒ひ素検査キットによる分析

⇒ひ素検査キットを活用できる人材の育成

・各家庭に濾過器の設置、継続した利用

ひ素による健康リスクの低減

安全な水の供給のために（2）

• さらに深部の水質・水量とも十分な帯水層の調査
（深度100～150ｍ位）

⇒各家庭ごとでなく、集落ごとの水道の普及

質・量とも良好な帯水層は深部にないか？
水収支、水循環は？ ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

株式株式株式株式会社会社会社会社 環境地質研究所環境地質研究所環境地質研究所環境地質研究所
成澤成澤成澤成澤 昇昇昇昇

nbrnarisawa@yahoo.co.jpnbrnarisawa@yahoo.co.jpnbrnarisawa@yahoo.co.jpnbrnarisawa@yahoo.co.jp

56


