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１．はじめに

　鉱山周辺の地質については重金属等を高濃度で含む
ことが多く、古くから環境への影響が知られている。
建設工事においてこういった特殊な地質を掘削する場
合、従前より個別に対応がなされてきた。しかし、平
成15年2月の土壌汚染対策法（以下、「法」と略す）施
行が一つの契機となり、自然由来の重金属等を含む発
生土の環境安全性について、同法の対象外ではあるが
自主的な検討が広く実施されるようになった。その結
果、法律で定める方法を準用して評価を行うと、対応
が必要な地質が思いのほか多いことが明らかとなっ
た。それと同時に、法の方法に準じた溶出試験による
評価方法が、環境安全性評価方法として妥当なのかど
うか、適切な環境安全性評価方法とはどういったもの
かなど、様々な疑問が生じてきた。また、法対象外で
ある岩石ずりは自主的に対応する事例が急増してい
た。自然由来重金属等を含む建設発生土は、建設リサ
イクルの枠組みの外にあり、高額の費用をかけて処分
するなど、時間的、費用的な面で事業執行上の大きな
障害となっていた。事業を円滑に推進するためには、
自然由来重金属等を含む建設発生土の環境安全性の適
切な評価に基づく有効利用方策が求められていた。
　そこで、国土交通省総合政策局では学識経験者等か
らなる委員会を組織し、自然由来重金属等を含む、法
対象外の岩石・土壌の取り扱いに関するマニュアル1）

（以下、「国交省マニュアル」と略す）を策定した。
これまでに、北海道内の直轄事業においても、国交省
マニュアルに基づき道路トンネル建設現場における重
金属等の調査・対策が行われてきたほか、（一社）北
海道環境保全技術協会の取り組み等、古くから関連協
会等において取り組みが行われてきていた2）。そのよ
うな中、土木研究所と北海道立総合研究機構地質研究
所（以下、「地質研究所」と略す）では、北海道や札
幌市等の行政機関や産業技術総合研究所等の研究機関
と協力・連携し調査研究を進めてきた。
　さらに、環境省は平成22年に改正法の施行を通知し、
「自然的原因により有害物質が含まれて汚染された土

壌を法の対象」3）とした。しかし、自然由来の重金属
等を含む土壌の法の適用については日本経済団体連合
会の規制改革要望で取り上げられるなど、産業界から
の反発もあり、規制改革実施計画（平成27年6月30日
閣議決定）において「自然由来物質に係る規制の在り
方につき、事業者等の意見を踏まえつつ、人の健康へ
のリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検
討し、結論を得る」4）こととされた。規制改革実施計
画に対応する、中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度
小委員会での審議結果5）を踏まえ、平成29年5月19日
に法が改正され、平成31年4月1日に全面施行されるこ
とになった。しかしながら、国交省マニュアルについ
ては公表から8年余が経過し、その間にマニュアルの
解説書6）が刊行されているものの、改正法に関する情
報や、事例の蓄積や研究の進展に基づく知見を反映す
るべき時期にきている。
　そこで、本稿では北海道内のトンネルにおける調査
と対策の現状を踏まえつつ、国交省マニュアルの課題
を指摘した上で地質課題について述べる。

２．北海道内のトンネル建設現場における現状

２．１　トンネル地山の地質と重金属等

　国交省マニュアルが公表された平成22年から平成30
年現在までに国土交通省北海道開発局が実施している
トンネル建設工事のうち、自然由来重金属等に対応し
た事例は24件確認された（表－1）。表中の事例は、
すべて先進ボーリングコアから含有量の測定分析と溶
出試験を行い、掘削ずりの評価を行っている。
　表－1より対応の対象となった地質類型は、火山岩
類が1箇所、堆積岩類が16箇所、「変成岩類＋堆積岩
類」が2箇所、「堆積岩類＋火砕岩類」が2箇所、「堆積
岩類＋火山岩類」が2箇所、「火山岩類＋火砕岩類」が
1箇所であった。
　対象となった重金属等でもっとも事例の多かったヒ
素は、すべての地質類型で対応の対象となった。次に
事例の多かった「ヒ素＋セレン」7箇所のうち堆積岩
類で4箇所、「堆積岩類＋α」（αは変成岩類、火山岩
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容に詳述がなく、個別に有識者会議が設けられ評価・
対応がなされていた。

２．２　対策工の現状

　表－1より対策工の内訳を見ると、事例24箇所のう
ち吸着層、ないしは、原地盤の吸着能力を利用した対
策が18箇所であった。また、覆土のみの対策が5箇所
（事例Cが重複）あり、遮水シートによる盛土内封じ込
めは2箇所であった。これは、国交省マニュアルに示
されている現場毎の特性を考慮したサイト概念モデル
に基づくリスク評価法が確立し、従来の遮水シートに
よる盛土内封じ込めから原地盤の吸着能力を利用した
対策工に移行し、対策工の合理化が進んだといえる。
　一方、措置箇所では事業用地外に搬出している土捨
場は1箇所であり、ほとんどが事業用地内の盛土で措
置が行われていた。これは、掘削ずりの有効利用が図
られたことを示している。
　しかし、現場の時間的・空間的な制約条件および地
質条件が調査方法に影響を及ぼすため、現場ごとに最

類）で3箇所、火山岩類で1箇所であった。「ヒ素＋
鉛」2箇所のうち「変成岩類＋堆積岩類」が1箇所、堆
積岩類が１箇所であった。「ヒ素＋セレン＋ホウ素」
は堆積岩類で1箇所、「ヒ素＋セレン＋フッ素」も堆積
岩類で１箇所であった。「ヒ素＋セレン＋カドミウ
ム」は「堆積岩類＋火砕岩類」で1箇所、「ヒ素＋セレ
ン＋鉛＋カドミウム＋六価クロム」が「火山岩類＋火
砕岩類」で1箇所であった。酸性土6箇所のうち「堆積
岩類＋火山岩類」で2箇所、堆積岩類で2箇所、「堆積
岩類＋火砕岩類」および「火山岩類＋火砕岩類」でそ
れぞれ1箇所ずつであった。事例Xを除いたすべての
事例で土壌溶出量基準値を超過し、土壌含有量基準値
を超過した事例はなかった。一方、事例Xでは土壌溶
出量基準値を超過し、かつ、土壌含有量基準値も超過
した。
　自然由来重金属等を含む建設発生土の性状把握にお
いて、いずれの事例も現行マニュアルのスクリーニン
グ基準を運用していなかった。また、リスク評価にお
いて、現行マニュアルでは専門家による総合評価の内

表－1　北海道内国道トンネル建設工事における重金属等対応事例一覧
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３．２　国交省マニュアル改訂の提案

３．２．１　対応目標の設定

　現行マニュアルでは「人の健康への影響の防止」を
その目的としており、その曝露経路として土の直接摂
取と地下水経由の飲用摂取を想定している。しかしな
がら実際の工事では盛土排水を表流水として排水する
場合がある。そのため曝露経路として、表流水経由の
飲用摂取も考慮する必要がある。
　また、工事に伴う環境影響の発現は、水質による影
響が大半を占める例えば、8）ことから、水質に関する配
慮も明記すべきである。
　さらに、現行マニュアルは法の対象外の発生土をそ
の対象としているが、その場合においても搬出先の状
況に応じて、法の基準を参照して、それを満足するこ
とが望ましい場合がある。たとえば、海面埋立地の造
成に伴う土砂の受入においては、一般に海洋汚染防止
法の基準が適用されるが、その結果が法の基準値を満
足しないことがあり、土地利用時に社会問題化した事
例9）がある。�
３．２．２　発生土の性状把握と課題

１）スクリーニング基準の廃止
　発生土の性状把握の理想的な手順は次のようである
と考える。まず、地質構造の把握に基づき事業で掘削
する地質の種類とその分布を調査し、それらに含まれ
る有害物質の全含有量、短期溶出量および酸性化可能
性を把握する。そして、上記試験結果および曝露試験
等の実現象再現溶出試験の結果に基づき、溶出に関す
る発生源濃度を決定する。その際、対策方法の検討に
資する発生土の物理的性状についても、合わせて調査

適な調査手法が異なる。また、発生土の搬出先の立地
条件によってリスクの程度が異なるため、それに合わ
せて適切な対応方法が求められる。

３．平成31年4月の土壌汚染対策法の改正と国交省マ

　　ニュアルの改訂

３．１　自然由来重金属等に関する土壌汚染対策法の

　　　　改正内容と国交省マニュアルの改訂

　自然由来等による汚染土壌の取り扱いに関する主な
変更点6）は下記の通りであり、基本的に緩和措置の追
加である。ただし、細かい規定については現時点では
明らかにされておらず、今後公表されるガイドライン
や施行通知に示されるものと考えられる。
・一定の条件を満たす区域内において、予め都道府県
知事の確認を受けた方針に基づく行為について、事
前届出に代えて事後届出とする（法第12条）
・土壌の汚染が専ら自然に由来するなどの一定の条件
を満たす区域内の土壌について、同様の区域への移
動を認める（法第16条、第18条）
・土壌の汚染が専ら自然に由来すなどの一定の条件を
満たす土壌を、海面埋立や構造物に利用することを
認める（法第22条～第27条）
・国または地方公共団体（国等）が汚染土壌の処理を
行うことについて、国等と都道府県知事との協議成
立をもって汚染土壌処理業の許可があったと見なす
（法第27条の5）
　そこで、土木研究所と土木研究センター地盤環境技
術検討委員会は、建設工事における実態を踏まえて自
然由来重金属等含有土の取扱いのあるべき姿を議論し
ている。対応目標の設定から対応方法の決定までの流
れを図－1に整理した7）。図中の下線部が現行マニュ
アルに対する提案内容である。
　現在考えている大きな修正点を以下に示す。
・法に関する記述の修正
・対応目標の設定に関する、人の健康影響の防止にお
ける表流水経由の曝露経路の考慮、生活環境への影
響の低減（水質のpH）や社会的要因への配慮（土
の搬出管理状況等）の追加
・対策の必要性の評価に関する、スクリーニング基準
の廃止、専門家による総合評価の詳述、および搬出
先の状況に応じた評価の導入
・対応方法の決定に関する、搬出先のリスクレベルや
対策工の不確実性等の考慮

図－1　自然由来重金属等含有土の対応目標設定から

対応方法決定までの流れ7）　　　　　
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元となる43のリスクパターンの考え方や参考文献等に
ついては、地質研究所の出版物として刊行している11）。
現時点においては、リスクパターンの根拠となるデー
タ数が限られている地質体もあり、リスク情報の確度
が低い部分もある。しかし、本情報図はデータの「蓄
積」「解析」「公開」を継続的に実施することを目指し
たシステムであり、今後、現時点では見出せていない
新規リスクパターンを明らかにしていくことも必要で
ある。
３）調査・設計段階の課題
　調査・設計段階での発生土の性状把握では、熱水変
質作用を受けた地質に注意する必要がある。例えば、
岡﨑ら12）は、北海道の熱水変質岩分布地域で建設され
たトンネル事例において先進ボーリングコアを用いて
重金属等を含有量と溶出量を測定した。その結果、変
質部においてヒ素溶出量は土壌溶出量基準値を超える
傾向が認められ、ヒ素の含有量と溶出量との関係に正
の相関関係が示された（図－3）。これは、熱水変質作
用を受けた岩石が産出する地域でトンネル建設工事を
実施する場合、多種の自然由来重金属等が高含有量で
発生することを示している。
　一方、加藤ら13）は、北海道の新第三紀火山岩類の熱
水変質帯において、変質岩を酸性帯（カオリナイト、
ミョウバン石含有）、中性帯、アルカリ性帯（沸石含
有）、続成変質帯（クリストバライト、トリディマイ
ト含有）にわけ、岩石中の重金属等の含有量を評価し
た。その結果、ヒ素、鉛、クロム、カドミウムは中性
帯に多く含まれるのに対し、セレンは酸性帯に多く含
まれることを明らかにした。これは、事業計画・設計
段階に行われる地質調査ボーリングコアを用いて粉末
X線回折による鉱物分析結果と含有量・溶出試験結果
とを比較評価することにより、変質区分に基づく重金
属等の処理対象範囲を絞り込むことができる可能性が
考えられる。
　今後は、熱水変質作用を受けた地域における建設発
生土の処理土量減量化に資するため、データの蓄積を
行い、変質鉱物の組み合わせに基づく変質区分と岩石
の含有量・溶出試験との関係を明らかにする必要があ
る。
３．２．３　リスク評価と課題

　現行マニュアルでは、リスク評価の適用について、
無対策と対策工を施した場合における評価をすること
にしているが、対策工の設計に不備がなければ数値解
析をしなくても基準を満足するのは当然のことであ
る。また、法に準ずる方法以外の対策を実施する場合

　河川改修工事やトンネル工事等の事業者は、発生土
の性状把握を目的として情報図を活用し、掘り出した
土砂の処理方法等を含め、事前に必要となる調査や対
策の計画を検討することが可能となり、円滑な工事の
実施につながっている。また、環境部局においては、
人為汚染の判定にも活用されている。一方、情報図の

することが望ましい。
　しかしながら、現行マニュアルでは、対象物質の上
部地殻の平均的な濃度を基準値とし、全含有量分析結
果が基準値を満足する場合は対策不要とするなどスク
リーニング基準が採用されている。しかし、含有量が
小さくても溶出による影響が懸念される例がしばしば
認められる。全含有量と溶出量には一般に相関がない
10）こと等からスクリーニング基準は廃止すべきである。
２）計画段階の課題
　北海道では、平成21年の法の改正以後、環境部局・
事業部局等において、自然由来重金属の存在も考慮し
た行政判断や事業計画の作成が、より一層求められる
ようになった。そこで、地質研究所では、法に係る行
政および土地開発者・所有者を支援することを目的に、
道内全域の重金属の存在状況に関する情報図（北海道
地質由来有害物質情報システムGRIP）を平成25年度
に公開した（図－2）。情報図では、収集した既存デー
タ（約18,000データ）を反映するとともに、データの
不足する地域では試料採取・化学分析を実施し、地質
体の形成過程や堆積相、微地形等の地質・地形的要因
と自然由来重金属の存在状況の関係を検討した。その
結果、地層の形成条件により43のパターン（リスクパ
ターン）に分類した。パターンごとに重金属が土対法
の基準より多く含有・溶出するかどうかというリスク
を地図上の情報としてピクトグラム（視覚記号）で示
した。

図－2　GRIPのパソコン表示例

http://grip.gsh.hro.or.jp/
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による汚染対策を施した道路盛土のモニタリング実験
を実施してきた。モニタリング実験結果から、季節に
より盛土内の酸素濃度は増減することから、盛土内で
は、酸化的な環境と還元的な環境が繰り返されている
ことが考えられた。掘削ずりからの重金属等の溶出機
構や吸着反応は、一般的にpHのほか酸化還元電位の
影響を大きく受ける17）。現状、現場の環境特性（酸
化と還元）による溶出・吸着機構の評価方法が未確立
であることから、現場の環境特性に応じた評価方法の
開発・改良が求められている。
３．２．４　対応方法の決定と課題

１）対策工法の不確実性
　現行マニュアルでは、法に準ずる各対策工法は、す
べて同等に不確実性が低い対策と見なし、その他の対

は、詳細モデルによる検討が必要とされているが、必
ずしもその必要があるとは考えられない。
　後述の対応方法の決定においては、それぞれの発生
土利用場所のリスクの程度に応じて対策工を選択する
ことが合理的であると考える。そこで、対策工に不具
合が生じた場合、すなわち、無対策の場合における搬
出先での人の健康への影響の程度（リスクレベル）を
定性的、あるいは、必要に応じて定量的な影響予測を
基に、発生土利用場所を区分する14）とよいと考える
（表－2）。
　掘削ずりの搬出先は、現場条件によってリスクの程
度が異なり、それに合わせて適切な対応方法（評価方
法）が必要である。筆者ら15）、16）は、北海道内の道路
建設現場において、ヒ素を含有する掘削ずりの吸着層

図－3　地質断面図およびヒ素含有量・溶出量試験結果12）

表－2　搬出先のリスクレベルの区分7）
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４．まとめ

　法改正への対応、事例の蓄積や研究の進展に基づく
知見を反映するべく国交省マニュアルの改訂に向け、
今後議論を深めていくことになるが、今回の改訂では
十分に対応できない課題も存在する。
　まず、セレンを含む岩石に対して法の試験方法を準

A B C D **

**
D

10

10

Yes

No D

30 *

No

30Yes

*

性に関する環境条件について明らかにしていく必要が
ある。

策工法については、リスク評価に基づきその性能を評
価するような形となっている。しかしながら、各対策
工法は搬出先の状況に応じてその不確実性が異なるの
で、搬出先の状況とそのリスクレベルを勘案して対策
工法を選定する7）とよいと考える（図－4）。
２）天然材料を利用した吸着層工法
　対策工法の一つである吸着層工法では、発生土の性
状や盛土箇所の周辺環境によって種々の資材を活用し
て発生土の対策をすることとなるが、北海道内では人
工材料による重金属等の吸着材が用いられることが多
い。一方、天然材料は、人工材料に比べてその性能は
劣るものの、重金属等の吸着性能をある程度有する。
　地質研究所では、西南北海道の土取り場等で多数の
天然材料を採取し、吸着性能を評価した18）。吸着性
能は、分配係数（吸着材（固相）に吸着された有害物
質濃度の液相濃度に対する比）を指標として評価され
ることが多く、数値が大きいほど性能が良い。採取し
た天然材料の分配係数は、重金属等の種類により異な
り、砒素・鉛・カドミウムに対してはある程度の分配
係数を示すことが明らかとなった（図－5）。このこ
とから、天然材料を吸着材として活用することが期待
される。
　一方、現場の環境条件によっては、pHや酸化還元
電位の変化により天然材料からの重金属等の脱着・再
溶出が懸念される。今後、天然材料の吸着性能の安定

図－4　対策工の不確実性と搬出先のリスクレベルを考慮した対策工の選定7）

図－5　天然材料の採取地点と分配係数
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の水質異常に係る情報、国土交通省多治見砂防国
道事務所ホームページ、http://www.cbr.mlit.
go.jp/tajimi/suishitsu/（2018.10.1閲覧）

9）�アイランドシティ土壌調査専門委員会：アイラン
ドシティ土壌調査の結果について、p.3、福岡市
ホームページ、http://www.city.fukuoka.lg.jp/
data/open/cnt/3/30061/1/airandosithidojouchou
sakekkanitsuite.pdf（2018.10.1閲覧）

10）土木研究所・土木研究センター地盤汚染対応技術
検討委員会編著：建設工事で発生する自然由来重
金属等含有土対応ハンドブック、大成出版社、
p.32、2015.

11）地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境・地
質研究本部地質研究所：北海道内における自然由
来有害物質の分布状況、北海道地質研究所調査研
究報告第41号、2014.

12）岡﨑健治、伊東佳彦、田本修一：重金属類を含有
するトンネル地質の評価と電気探査の適用～北海
道の熱水変質岩分布地域における調査事例～、第
14回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研
究集会講演集、pp.255-258、2008.

13）加藤孝幸、田本修一、伊東佳彦、飯田友章：熱水
変質岩の岩相・変質分帯と重金属等の含有量、北
海道応用地質研究会平成17年度研究発表会講演予
稿集、No.25、pp.49-52、2005.

14）品川俊介、阿南修司：公共工事における自然由来
重金属等を含む建設発生土への対応、地盤工学会
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用すると、発生土の利用条件によっては環境への影響
が懸念される19）。次に、岩石の搬出先の現場条件によ
っては、還元的な環境が考えられるため、ヒ素やホウ
素の溶出量が増大することも懸念される20）。これらの
ことから、環境安全性評価方法が確立しているとは言
いがたく、今回の改訂においても発生土の利用方法を
想定した試験を実施し、その結果に基づき専門家によ
る評価を求めることとする見込みである。
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