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つくば中央研究所、地質チームの阿南です。
本日は「建設発生土の有効利用に向けた取り組み」
ということでお話しします（図－1）。有効利用という
言葉は、今日のお話の中頃くらいに出てくるのですが、
大部分は建設発生土、つまり通常我々が工事で扱って
いる岩石の中に、もともと天然、自然の状態で含まれ
ている重金属の環境への影響をどう抑えながら使って
いくかというお話になっています。
土壌汚染という言葉で重金属は捉えられるのです
が、そもそもどのようなものかということで、整理し
てみました（図－2）。
昭和45年の公害対策基本法の改正のときに、土壌の
汚染という言葉が追加されて、典型公害の一つとされ
ています。このときの問題意識としては、例えばイタ
イイタイ病であったり、宮崎県の土呂久の鉱山のズリ
などから出てきたものによる健康被害であったりとい
うことが、もともと注目されていました。
その後、昭和50年代に入って、今度は都市において、
工場の跡地や、研究所の跡地、そうしたところから六
価クロムや水銀が出てきたり、あるいは、クリーニン
グ等で使っていましたトリクロロエチレン等による地

下水汚染であったりが社会問題になってくるというこ
とがありました。
平成3年になって、土壌の汚染に関わる環境基準、
いわゆる土壌環境基準というものができました。その
ときには、人為的に後から環境にもたらされた重金属
というのが対象で、自然の状態でもともと含まれてい
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た土壌とか、岩石というのは対象外とされていました。
そして、平成14年に土壌汚染対策法が制定されまし
た（図－3）。土壌の直接摂取、および地下水の飲用摂
取による人の健康被害の防止を目的とした法律で、こ
れも当初は自然的な原因による土壌や岩石は対象外と
いうことになっていました。
その後、平成22年には自然的原因の土壌も法の対象
となりましたけれども、岩石については今も同法の対
象外ということで、岩石についての試験方法や、扱い
という規定が無いという状態になっています。
ただし、自治体の残土条例などでは、そうしたこと
に関わらず自然由来の岩石も対象としている場合もあ
り、残土の受け入れのときに、土壌汚染対策法に準拠
した試験をやってくれといわれる事例もある、と聞い
ています。
では、自然由来の重金属とは一体何かということで
すが（図－4）、これは、地層あるいは岩石の中に天然
の状態で存在する、カドミウム、鉛、クロム、水銀、
ヒ素、セレン、フッ素、ホウ素のことです。土壌汚染
対策法の第２種特定有害物質というのがあるのです
が、そのうち、シアンは自然の状態では出てきません
ので、それ以外のものを「重金属等」と呼んでいます。
こういったものは、火山や鉱山のようなところでは、
非常に濃集して出てくるということがよく知られてい
ます。鉱脈、鉱床というところでも出てくるのですが、
それ以外の一般の岩石、あるいは堆積岩の中にも、自
然の状態で存在するものです。
重金属は、そこにあること自体では汚染とは呼ばな
いし、その状態で地下水ですとか、表流水が汚染され

ているということは非常にまれです。一方で我々が工
事で岩盤を掘削するとか、そうした場合に、影響が発
生する可能性があるだろうということです。建設発生
土、あるいは掘削面から、そうした重金属が溶出して
くるとか、置いてある発生土から地下水や表流水へ重
金属が移ってしまうとか、場合によっては、直接摂取
ということも考えられるのかもしれません。
図左はヒ素の濃度分布を示したもの、右は鉛の濃度
分布を示したものですが（図－5）、全国的に見ると、
偏りはあるのですが、図中に普遍的に存在と書いてい
るとおりどこにでも出てきます。平均値で言うと、ヒ
素は9ppm、1キロの中に9ミリグラムが含まれていま
す。鉛ですと23ミリグラム含まれているということに
なっています。
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一方、鉱山のほうですと、銅、鉛、亜鉛を産出した
という記録のある鉱山は、全国に4,000カ所以上あり
ました。ヒ素を産出したという記録があるのは、やは
り全国に200カ所以上あるということで、こうした偏
在しているところもあります。あるいは都市域には全
然鉱山の跡が無いので大丈夫だ、と思いたいところな
のですけども、さきほどの話からすると、濃集してい
るわけではないけど、ここにもやはり偏在している可
能性がある。あるいは、普通に含まれているだろうと
考えています（図－6）。
具体的には、この写真（図－7）のような別に鉱山

でも何でもない普通の岩盤ですが、ここからもやはり
ヒ素が少しずつ出てくるという現象が確認されまし
た。この現場では、黄鉄鉱という鉄と硫黄の化合物で
すが、こういったものの中にヒ素が含まれていて、そ
れが溶出する可能性があるということで、こうしたこ
ともありうるということです。
実際の現場では、この写真（図－8）のように酸性

水を伴って、目に見えることもあるのですが、目に見
えないこともあります。こうした性質が自然由来の重
金属としてはあります。ただしそれらの全部が全部、
危ないかということについては、よく分からないとい
う状況でありました。
これは極端な例ではあるのですが、岐阜県の東海環
状自動車道で、2000年から2003年にかけて、沢に90万
立方メートルの土を盛土して、その下流のため池で魚
が斃死した、という事例がありました（図－9）。
これは大変だということで、いろいろと調べてみる
と、酸性水が発生していて、水の中からは重金属も検
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出されたということでした。ただし、その後いろいろ
調査をすると、魚が死んだ原因というのは重金属によ
るものではなくて、この酸性水に起因するものだとい
うことが分かっています。
この盛り土の岩石を実際に試験してみると、基準を
超過するような重金属は出てこないということでした
が、結局これについては、地元がそうした被害につい
て、大丈夫かという心配の声が絶えなかったため、最
終的には公害調停まで進んでしまったということで、
現在でも排水プラントを設けて、水質異常に係る協議
会を続けているということです。このような、非常に
大きな問題を発生させることもあります。
では、こういった問題にどのように対応するかとい
うことです（図－10）。時点は遡りますが、土壌汚染
対策法の施行前の平成14年頃からこの研究をやってい
ました。まず岩石の中には、程度の差はあれども、重
金属はあり、法の対象外になるというのは分かってい
たのですが、だからといってそれを本当に放っておい
ていいのか、という疑念がありました。
一方で、この問題に対応しようにも、土壌汚染対策
法では対象外になっていますが、土壌汚染対策法並に
いろいろと対策をとろうとすると、土木工事の場合は、
何十万立方メートルという土が出てきますので、対策
費が非常に膨大なものとなってしまいます。また、土
壌の試験方法はあるのですが、岩石の試験方法は規定
が無いということで、土壌と岩石では性質が大きく違
うのに、どのように対応したら良いのだろうかと考え
たわけです。
ここには土木研究所として書いていますが、寒地土

木研究所（当時は北海道開発土木研究所）の方が先に
この研究を始めていました（図－11）。
最初は課題名に“特殊な岩盤”という言葉を付けま
した。当初は重金属が沢山含まれているところは、特
殊なところだろうという思い込みがあって、こういう
ところから始めたわけです。平成14年から17年の研究
では、自然由来重金属の対応をどうするかという、暫
定版ですが、対応マニュアルというものを作りました。
その後、対策技術ということも含めて、この研究は続
けています。
研究の当初の段階では、先ほどお話したとおり岩石
の評価法が課題でした（図－12）。
土壌の判定というのは、言ってみればスポンジを水
でゆすぐような試験の方法です。岩石というのは、そ

図－10 図－11
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もそも岩盤であったり、ズリのような石の塊であった
りで、そもそも土壌とは形が違います。岩石の中に含
まれている重金属は、鉱物の中に入っている場合もあ
れば、他の物質の中に閉じ込められているものもあり、
単純に後からしみ込んだようなものとは違います。
それから盛土で置いたりするときのpHや溶存酸素
といった化学的な環境は当然違うと考えられます。
このような違いをどうしたら良いかということを考
えていました。
これは土壌汚染対策法の溶出試験方法です（図－

13）。土壌は2ミリ以下のものだけを使い、木片や礫を
除去した状態で、水と土壌を10対1で混ぜます。それ
を6時間、こうした機械でガチャガチャと振とうしま
す。その溶液を分析するという方法です。
そもそもこの試験を岩石でやろうとすると、2ミリ
に砕かないといけない。砕いてしまって本当に良いの
だろうかという疑問があります。存在形態も違うだろ
うという問題があったということです。
試験の条件がいろいろ違うという問題だけでなく、
土壌溶出量基準というのは、試験による溶出量だけで
見ています。溶出したものがその後、どこをどう通っ
て人の口に入るかということは評価せずに、もう出た
ところでダメだという評価がされているというのも気
になっていたところでありました。
そうしたことを考えながら、研究を進めていきまし
たが、含有量が多くて溶出量も多いもの（図の赤い部
分）だけでなく、含有量は多くても溶出量が少なく、
後からちょろちょろ出てくるものがあるという問題が
ありました（図－14）。

それだけではなくて、含有量が少なくても、溶出量
が多いものもあることがわかってきました。このよう
な現象は、先ほどの試験方法に問題があるのではない
かということです。
先ほどお話ししたように、図の中央の縦の青い線が
全国の濃度分布の平均値なのですけど、平均より含有
量が低いもので土壌溶出量基準を超えるか、これでい
うと11.5％（図の水色の領域）ということになってい
ますけど、これくらいの含有量のものがなぜ有害と判
断されるのかがよく分からない（図－15）。
実際の現象を考えてみたときに、本当にそんなこと
が起きるのか。逆に、含有量が高いが溶出が遅い群で
は、見逃しが起きている可能性があるという、こうい
った点が問題となっていました。

図－13 図－14
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それでは、より現実に近い評価方法を考えましょう
ということで、バケツ状のものに石を詰め込んで、そ
れを野外で雨水にさらして、溶出水を下のタンクで受
けて、その濃度を分析するという方法（土研式雨水暴
露試験）を考案しました（図－16）。
この方法でやってみると、やはり全然出ないものを

「出る」と過剰に安全側に評価してしまう場合がある
ということと、逆に見逃しもあるということが分かり
ました（図－17）。
土壌汚染対策法の試験方法だけで判別するというの
は、非常に難しい。実際の溶出現象をしっかり考えな
いといけないのだということです。
それをまとめますと、こうなります（図－18）。
溶出現象を、間違った物差しで判断しているのでは
というのは、実現象を過大に評価して空振りしたり、
見逃したりする恐れがあるということ。もう一つは、
発生源の溶出量のみではなくて、経路や対象を考慮し
ないというのは、影響を過大に評価している恐れがあ
るということです。
建設発生土を自主的に対応するには、こういった現
象をしっかり理解した対応をする必要があります。そ
うした認識に基づいて、国交省マニュアルというもの
を作りました（図－19）。

図－16 図－17
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先ほどの研究、つくばと寒地の研究をベースに、有
識者にもいろいろ書いていただいて、「建設工事にお
ける自然由来重金属等含有岩石土壌への対応マニュア
ル（暫定版）」を平成22年3月に出しました。
目的は土壌汚染対策法と思想を同じくして、自然由
来の重金属等を含有する岩石、土壌による人への健康
への影響防止ということです。当然ながら法、条例の
対象になっているものは、それらに則ってしっかりと
やってくださいということで、それ以外のものを対象
としています。掘削等の実施によって、新たに人への
健康への影響というのを考えないといけないという場
合にやりましょう、ということで、対象物質はいわゆ
る「重金属等」であります。
対応が必要な土量が非常に膨大ということですの
で、経済的なことも考えないといけません（図－20）。
一番良いのは、事業の計画段階から避けること。そ
れから実際に出てくる量を減すこと、現場内で利用す
ること、最後は搬出や場外管理ということです。
ここで「環境安全性に配慮し」という言葉が前につ
いていますが、本日の講演の表題である「有効利用」
ということばが出てきます。有効に利用するというこ
とを対応の基本的な考え方としているということで
す。
この辺の話は、10年前に同じ話をしたことがあるの
で、そんなの覚えているよ、という方がいらっしゃる
かもしれませんが、対応の流れとして、施工前、計画
の早い段階でできればやってくださいとお願いをしま
した（図－21）。
施工前から取りかかっていただいて、できるだけ減

らす。実際に出てきそうだというのが分かったら、そ
の対策をどうするかというのを考える。そうした章立
てで、全体をまとめています。
リスクの調査、評価の流れとしては、短期溶出試験
というのが、これは先ほどの土対法の試験を準用した
形の試験です。それ以外に酸性化可能性試験というの
を組み合わせましょう、さらには実現象再現試験とい
うものも取り入れましょうということで、そうしたも
のを溶出源評価としてやった上で、リスク評価に基づ
いて、どういう対策をするかを決めましょうというの
を、基本的な流れとしていました（図－22）。

図－20 図－21

図－22
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国交省マニュアルの特徴として、発生源評価として
は、先ほどのいろんな試験方法を併用しながら、総
合的に評価するということになっています（図－23、
24）。
土壌汚染対策法の試験を準用した短期溶出試験、そ
れ以外に酸性化するかどうかという酸性化可能試験、
この二つを標準的に行って、必要に応じて実現象再現
試験行うことにしました（図－25）。試験方法の選定
や結果の評価については、最終的には専門家が判断す
るという仕組みになっています。
なぜこういう試験を組み合わせるかと言うと、短期
溶出試験や曝露試験を比較すると、短期溶出試験でア
ウトだというもの以外にも、酸性化可能試験でアウト
になっているものが溶出の可能性があることがわかり
ました（図－26）。つまり、見逃していたものをこれ
で取り込めそうだということです。一部にはまだ空振
りをしている部分が残っていますが、それをひっくる
めても、短期溶出試験と酸性化可能性試験でアウトに
なったものというのは、実現象再現試験などの併用を
含め、何らかの対応を検討すべきいうことです。

図－23 図－24

図－25
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見逃しは防いだとして、空振りが一部のこっていま
すので、いろんな現場の状況に応じて、実現象再現試
験やってくださいということを、ここでは規定してい
ます（図－27）。
リスク評価については、経路ですとか保全対象を考
慮するという考え方になっています（図－28、29）。
地盤の状態をモデル化して影響を考えることを、この
当時は考えていたのですが、今ではこれはだいぶ簡単
にできるようになりましたので、新しいマニュアルの
中では、もうすこしこの辺は書き換えようと思ってい
るところです。
土壌汚染対策法では、発生源だけで評価しています
が、国交省マニュアルのほうでは、敷地境界や保全対
象の近傍までを含めて評価するという形にしていま
す。
対策については、土壌汚染対策法に準じたやり方も、
やらないといけない場合はやってください、というこ
とにしています。
それ以外については、暴露経路をしっかり考えた上
で、まず雨水や地下水の浸透で出てくる水の量を減ら
す、二つ目が重金属が出てくるのを減らす、三つ目が
出てきたものを捕まえる。四つ目に一体区域への搬
出、つまり他の所に受け入れてもらえるのなら、持っ
ていきましょうという考え方になっています（図－

30、31）。

図－27 図－28

図－29
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絵にすると、こんな感じになります（図－32）。入
ってくる水を減らすことで、流出水の発生量を減らす
ということ。重金属が出てくる量について、不溶化等
によって減らすということ。吸着層工法であったり、
底面遮水をして、出てきた水を処理するというような
形で、出てきた重金属を補足するという方法。そして
一体区域への搬出という、このいずれか、もしくは組
み合わせということで、対策を考えましょうというの
が、国交省マニュアルで提示したもの。
マニュアルを平成22年3月に公表して以来、その以
前からのものもありますが、この考えに基づいて、い
ろいろな現場で対策が進められてきました（図－33）。
地質チームに技術相談に来ていただいている件数
で、国交省、自治体も含めると毎年20カ所以上ありま
す。これ以外にも、国交省マニュアルを使って対応を
していただいている現場もあると聞いています。開発
局の管内では、トンネル工事24カ所で、こうした対策
が取られていると聞いています。
計画段階で重金属が出そうだというルートを避け
て、一番対策費が安く済むルートを選定したという事
例ですとか、事前調査で対策土量を削減するといった
ようなものを含め、いろいろな事例が出てきています。
このマニュアルに基づいて、環境安全性に配慮した建
設発生土の利用と適切な処理というのは、ある程度進
んできているのと考えています。
とはいえ、マニュアルだけでは、実務的な内容が分
からないという声があったので、5年後の平成27年に
現場で少しでも使いやすいように、このようなハンド
ブックを作っています（図－34）。

図－31 図－32

図－33

図－34
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こうした我々のマニュアルに基づく対応というの
が、環境省からも評価していただいたと思っています。
といいますのは、今年、改正土壌汚染対策法が施行さ
れましたが、この中に、処理場のカテゴリーの一つと
して、「自然由来等土壌利用施設」というものが新設
されました（図－35）。これは、我々のマニュアルの
自然由来の岩石・土壌を盛土として使う場合の考え方
や対策方法によってしっかり管理するということを参
考にしていただいて、自然由来の土壌について「自然
由来等土壌利用施設」の中の「土壌構造物利用施設」
という形で盛土として利用することを認める内容が、
改正土壌汚染対策法に盛り込まれたということです。
マニュアルから、もうかれこれ10年が経とうとして
いるところです。実務的な取り扱いを記したガイドブ
ックは作ったのですが、それでもまだ対応が分かりに
くいという声もありますので、改訂にあたっては、実
務的な取り扱いをしっかりと書き込みたいと思ってい
ます（図－36）。最新の知見も入れていきたいと思い
ます。
対応実績としては、年間20件くらいあるとお話しし
ましたけれど、そうした実績に基づいた対応の流れも、
もう少し体系的にできないかなということで、これを
入れようとしています。当然ながら土壌汚染対策法が
改正されていますので、それに対応する記述も修正し
たいと思っています。
一つは、適切な調査、評価内容を、搬出先に応じて
決めるということです（図－37）。調査や試験の結果
によって、対策をしないといけない、管理をしないと
いけないというものについては、搬出先の検討をしま

す。
管理下で構造物に使用する、盛土の中で対策をして
使おうという考えの場合には、その対応目標をどのよ
うにするか検討する。持っていく場所により、その場
所での環境への影響を考える。それから発生土そのも
のの溶出のリスクであるとか、そうしたことを考えて、
対策がいるか、いらないか。いるのであれば、その対
応方法をどうするかというのを考えて、最終的にはモ
ニタリングをちゃんとやって、構造物として管理して
いくという考え方を、ここではしっかりと書き込もう
と思っています。

図－35 図－36

図－37
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最初の対応目標の設定というところが、周辺の環境
もしっかり見ましょう、ということで、これまでは地
下水しか見ていませんでしたが、表流水もしっかり見
ましょうということや、社会的要因にも配慮しましょ
うということが、ポイントとなっています（図－38）。
もう一つは対策工を選ぶときに、どれが良いか悪い
か、選び方が分からないという声が非常に多かったと
いうことで、搬出先のリスクレベルということを考慮
して、どこに持っていくかに応じて、安心できる方法を
選ぶという考え方を提示しようとしています（図－39）。
不確実性とは、遮水工ですとか、遮断工、不溶化で
すとか、そうした対策について、どういう特質がある
かというのをしっかりと考えた上で、どこに持ってい
くかということを考えましょうということです。搬出
先のレベルは、周辺で地下水の利用があるかどうかを
しっかり確認して、極々近くで、誰かが水を飲んでい
るところでは、あまり確実ではない対策法は使えない
とか、あるいは全く誰も水を飲む環境にないというと
ころでは、無対策でもいいのではないのかという、そ
ういう考え方です（図－40）。
現在までに、委員会をすでに2回やっているのです
が、各所の意見をいろいろといただきながら、年度内
には、こうした内容を盛り込んでマニュアルを改訂し
たいと思って頑張っているところであります。
重金属対応についてお話ししましたが、いろいろな
試験の組み合わせでやりましょうと言っているとお
り、どうやったら環境への影響を評価できるかという、
根本的な、あるいはすっきりとした答えというのは、
まだできておりません（図－41）。

図－38 図－39

図－40
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今後も、現場のモニタリングですとか、曝露試験で
すとか、そうしたものを積み重ねていって、発生源を
どうやって評価するか、手法の改善をこれからも続け
ていく必要があります。実際の現場でどういった事が
起きているのか、あるいはそこから得られる経験や知

見をしっかりマニュアルの中に、もう一度フィードバ
ックしていくということを、今後も続けていきたいと
考えているところです。
以上で私の発表を終わります。ご清聴、ありがとう
ございました。


