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はじめに 

 近年、土壌汚染問題や地下水汚染問題は

様々な形で顕在化している。 

 この様な状況から様々な取り組みがな

され、平成 15 年２月 15 日には「土壌汚染

対策法」が施行されたところである。 

 建設工事など公共事業においても、土壌

汚染や、地下水汚染への関わりは例外では

なく、汚染に遭遇した場合は適切な対応が

求められる。 

 これまで建設工事などで土壌汚染や、地

下水汚染に遭遇した場合は「土壌・地下水

汚染に係る調査・対策指針」を参考に調

査・対策を行うのが一般的であったが、

「土壌汚染対策法」が施行された現在は同

法に基づく調査・対策が必要である。 

 平成 12 年３月、有珠山噴火により一般

国道 230 号が被災し、現況復旧が困難なこ

とから、別線で復旧ルート約 4.6km を計画

し、平成 14年度から工事を実施してきた。 

 復旧ルートの周辺地山には工事着工前

の調査結果から、自然的原因により土壌環

境基準を超過する重金属類が確認されて

いる。 

 自然的原因による環境基準の超過は「土

壌汚染対策法」の対象とはならない。しか

し、トンネル工事のように掘削ズリを外部

へ搬出するケースでは環境基準を超過す

る土砂の適切な措置が望まれており、当工

事では法に準拠した調査・対策を実施して

いる。 

 本報告は一般国道 230 号復旧工事で遭遇

した自然的原因により土壌環境基準を超

過する重金属類への対応手法を報告する

ものである。 

 

工事箇所および地質概要 

 現在工事を進める一般国道 230号復旧ル

ートは洞爺湖側の国道 230 号と噴火湾側の

国道 37 号を結ぶ延長約 4.6ｋｍであり、こ

のうち約 80％は２本のトンネルで構成さ

れる。トンネル延長は起点側から、三豊ト

ンネル（仮称）1,970ｍ、青葉トンネル（仮

称）1,719ｍである。 

 

図－１ 工事箇所図 

工事箇所は第四紀更新世の安山岩～石

英安山岩質の新期安山岩類である幌萌火

山溶岩を基盤とし、これを覆って第四紀更

新世～完新世の未固結～半固結堆積物が

分布する。 



基盤である幌萌火山溶岩は下位から幌

内溶岩、月浦溶岩（Ta）、ノットコ溶岩（Nt）、

虻田溶岩（Ab）に区分され、このうち復旧

ルート沿いに分布が確認される基盤岩は

月浦溶岩とノットコ溶岩が主となる。 

三豊トンネルでは主にノットコ溶岩が

分布し、三豊トンネル終点から青葉トンネ

ル終点では月浦溶岩の分布が確認される。 

月浦溶岩は安山岩質の溶岩、火山角礫岩、

凝灰角礫岩、凝灰岩から構成され、ノット

コ溶岩は安山岩質の溶岩、角礫岩から成る。 

基盤岩は全体に熱水変質作用を被って

いる。確認される変質は鉱化帯、珪化帯、

明ばん石帯、カオリン帯、スメクタイト帯

に累帯区分でき、特に青葉トンネル起点側

に分布する月浦溶岩は変質程度（グレー

ド）が高い。一方、被覆層は洞爺二次堆積

物（ty）、洞爺湖成層（λd）、段丘堆積物（tr）、

崖錐堆積物（dt）、現河床堆積物（aλ）、盛

土・捨土（b）などで構成される。このう

ち洞爺二次堆積物は、褐鉄鉱により膠結し、

固結した礫岩様を呈する部分を挟在する。 

 

土壌環境基準超過重金属類の分布状況 

１ 工事着工前の調査 

復旧ルートに対しては道路・構造物の設

計を行うにあたり、地山の工学的性状確認

を目的として、ボーリング調査をはじめと

した各種地質調査を行っている。 

また当地域には周辺に旧虻田鉱山を抱

える熱水変質地帯があり、重金属類の環境

基準超過が危惧された。このため、工学的

性状確認に加え、地山の化学的性質把握を

目的に、ボーリングコアや地表サンプルを

用いた成分分析（底質調査法による全量分

析）・溶出試験を実施している。 

 工事着工前の調査（以下事前調査とす

る）時の成分分析・溶出試験は復旧ルート

全線で掘削対象となる各地質について、代

表値を得ることが可能となるように試料

を採取し試験を実施した。 

 

２ 溶出試験結果 

 事前調査で実施した溶出試験の結果、調

査ボーリング 45 孔中 12 孔から土壌環境基

準を超過する重金属類が確認された。土壌

環境基準を超過、もしくは土壌環境基準の

近似値が確認された重金属類はヒ素、鉛、

カドミウム、セレン、水銀の５種類である。 

 これまでの土壌汚染事例の報告ではヒ

素、鉛、フッ素およびホウ素は自然的原因

で土壌環境基準を超過する可能性が高い

物質として挙げられており、またカドミウ

ム、水銀、セレンおよび六価クロムについ

ても可能性があるとされている。当工事で

超過が確認された物質はすべてこれらに

該当している。 

 ヒ素と鉛の溶出量結果をそれぞれ図－

２（１）と図－２（２）に示す。グラフの

縦軸は対数軸で示した。 

結果は三豊トンネル区間、明かり区間、

青葉トンネル区間に区分し、それぞれプロ

ットした。なお、溶出量が定量限界未満の

ものはすべて 0.004（ヒ素、鉛とも定量限

界は 0.005）として記した。 
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図－２（１） 区間別溶出試験結果（As） 
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図－２（２） 区間別溶出試験結果（Pb） 

 

 図より土壌環境基準の超過は青葉トン

ネル区間で顕著だが、明かり区間、三豊ト

ンネル区間の順に基準を超過するものは

減少する。青葉トンネル区間で土壌環境基

準を超過する地質はいずれも変質帯で、非

変質部では超過が見られない。この傾向は

ヒ素、鉛以外のカドミウム、セレン、水銀

でも同様であり、青葉トンネル区間で変質

程度が高いことに起因していることが伺

える。 

３ 成分分析結果 

 ヒ素と鉛の含有量結果をそれぞれ図－

３（１）と図－３（２）に示す。結果は三

豊トンネル区間、明かり区間、青葉トンネ

ル区間に区分し、それぞれプロットした。

なお、試験はすべて全量分析であり、含有

量が定量限界未満のものはすべて０とし

て記した。 

分析の結果、溶出試験結果と同様、三豊

トンネル、明かり区間に比べ、青葉トンネ

ル区間で高い含有量を示す。この傾向はカ

ドミウム、セレン、水銀でも同様である。 

図中で示した含有量参考値および含有

量基準については後述するが、自然的原因

によっても参考値や基準を超える含有量

が認められた。 

ただし、事前調査での試験値は全量分析

の結果であることを付記する。 
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図－３（１）区間別含有試験結果（As） 
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図－３（２） 区間別含有試験結果（Pb） 

 

重金属含有土砂の判定 

１ 基本方針 

 事前調査で実施した化学試験の結果か

ら復旧ルート沿いに分布する地質の一部

は土壌環境基準に抵触することが確認さ

れた。 

 土壌環境基準は「汚染が専ら自然的原因

によることが明らかであると認められる

場所については適用しない（土壌の汚染に



係る環境基準について，Ｈ３．８．28 環水

土 116 号）」と示されている。 

 当箇所で認められた土壌環境基準の超

過は自然的原因と判断できるため、土壌環

境基準の適用とはならない。しかし、たと

え自然的原因による超過であっても、公共

建設工事においてこれらの土砂を無対策

で外部に搬出する事は社会通念上好まし

いことではなく、環境への負荷も考えられ

る。このため掘削土の処理は土壌汚染対策

の手法を示した「土壌・地下水汚染に係る

調査・対策指針」や「土壌汚染対策法」に

準拠することとした。 

また処理方法の策定にあたって、有識者

を委員とした「一般国道 230 号洞爺道路ト

ンネル技術検討会」（以下「検討会」とす

る）を設置し、専門家の助言を得ながら問

題となる掘削土の処理を進めることとし

た。 

２ 施工中の管理方法の策定 

２．１ 「土壌・地下水汚染に係る調査・

対策指針」への対応 

 土壌汚染や、地下水汚染に係る調査およ

び対策はこれまで法律で示されたものが

無く、一般的に建設工事等で汚染に遭遇し

た場合、平成 11 年に環境庁で策定された

「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」

（以下「調査・対策指針」とする）を参考

に実施されてきている。 

「調査・対策指針」は環境基準の達成を

目的とした調査・対策手法を示した指針で

あり、自然的原因に由来するものについて

は直接適用されるものではない。 

「調査・対策指針」では自然的原因によ

る場合は専門家の助言を得て総合的に判

断することとなっており、当工事では「検

討会」の助言を得ながら、掘削土の処理に

ついて「調査・対策指針」に準拠した調査・

対策計画を策定した。 

 この「調査・対策指針」では溶出量に係

わる基準値として土壌環境基準と溶出量

値Ⅱ（土壌環境基準の 10～30 倍に相当す

るもの）が設定されている。また恒久対策

として採るべき基本的対策は土壌環境基

準を超過し、溶出量値Ⅱ以下のものは遮水

工封じ込め、溶出量値Ⅱを超過するものは

遮断工封じ込めが示されている。 

 含有量については含有量参考値が設定

され、これを超える場合には飛散や表面流

出を防止する観点から覆土・植裁工などに

よる対策が示されている。 

 当工事で立案、採用した対策判定フロー

を図－４に示す。「調査・対策指針」で示

される基準値と対策を基本に構築した。こ

の図で示すとおり、対策は遮水工、覆土・

植裁工の２つで、それぞれ溶出量、含有量

の結果を「調査・対策指針」で示された基

準値、参考値との対比により判断する。事

前調査の結果では溶出量値Ⅱを超過する

値は認められなかったため、遮断工の対策

については考慮していない。 

 さらに当工事の判定では「調査・対策指

針」で示される手法に２点判定要素を加え

ている。一つは酸性硫酸塩土壌の覆土・植

裁対策、もう一つは酸性水による将来的な

溶出を考慮した遮水対策である。 

一般に酸性硫酸塩土壌と呼称される低

ｐＨ土は様々な文献により植生不良が指

摘されており、土木工事等に転用する場合

は中和処理などが必要とされているため、

覆土・植裁工を行うこととした。 

 酸性水と重金属類の溶出には密接な関

係があり、酸性水によって溶出しやすい重

金属類の存在が知られている。このため、

酸性水を発生させる可能性が高い酸性硫

酸塩土壌に該当した場合は、希硫酸溶液に

よる溶出試験を行い、溶出量が土壌環境基

準を超過する場合には遮水工対策とした。 



 以上の対策判定フローは「トンネル技術

検討会」の助言を得て作成し、実施に移す

こととした。 
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図－４ 当工事の掘削土対策判定フロー 

 

 施工中は随時化学試験を行い、事前調査

の結果と併せて基準値との対比を行い策

定した判定フローに従って処理をおこな

っている。 

 

２．２ 「土壌汚染対策法」への対応 

 土壌汚染による健康影響の懸念や対策

の確立への社会的要請から、典型７公害に

対応する 後の法律である「土壌汚染対策

法」が制定され、工事着工後の平成 15 年

２月 15 日に施行された。法施行後はこれ

まで土壌汚染の調査・対策の参考とされ

てきた「調査・対策指針」の土壌汚染に

係る部分は廃止されることとなった。 

 このため、「土壌汚染対策法」施行後は

これまで「調査・対策指針」に準拠して

行ってきた掘削土処理を同法に準拠した

手法に転換する必要が生じた。 

 「土壌汚染対策法」もまた「調査・対

策指針」と同様、土壌環境基準を基本に

据えた法律であり、自然的原因による基

準の超過は法の適用対象とならないこと

がうたわれている。よって、準拠という

スタンスは変わらない。 

 ただし、同法律では自然的原因によるも

のについて以下の記載がある。 

 このため、これまで行ってきた調査・対

策を見直すと共に、道庁の出先機関である

胆振支庁への報告を行った。 

 「調査・対策指針」から「土壌汚染対策

法」への移行で土壌汚染に係る基準の主な

変更点は①基準値の名称変更、②含有量試

験法の変更、③含有量に対する基準値の設

定である。以下に変更の詳細を示す。 

①基準値の名称変更 

基準値の名称を表－１に示す。 

「調査・対策指針」で使用されていた土

壌環境基準と溶出量値Ⅱについては名称

の変更のみで、基準値に変更はない。 

表－１ 基準値の名称 

「調査・対策指針」 「土壌汚染対策法」

土壌環境基準 土壌溶出量基準 

土壌溶出量値Ⅱ 土壌第二溶出量基準

含有量参考値 土壌含有量基準 

自然的原因によるものであると判断

され、法の適用対象とならない場合にも

指定基準に適合しない状況にある土壌

が当該土地の外に搬出され、不適切に処

分されることは適当でなく、法の基づく

措置とは別に、当該土壌に係る適切な対

応が図られることが望ましい。 

そのため土地の所有者等が、そのよう

な土壌を自然的原因により土壌中に特

定有害物質が含まれる地域の外に搬出

する際には、都道府県と相談して適切に

措置されるよう指導することとされた

い。 

（土壌汚染対策法の施行について， 

Ｈ15．２．４環水土 20 号より抜粋）



②含有量試験法の変更 

 「調査対策指針」では全量分析による含

有量を評価し、参考値との対比をおこなっ

てきた。これに対し「土壌汚染対策法」で

は１規定塩酸抽出法に変更された。 

 同一試料を用いた全量分析と１規定塩

酸抽出法の比較試験結果の一例を図－５

に示す。なお、試験は三豊トンネルの先進

ボーリングコアを用いて３試料実施した。 

 図で示した結果は鉛の含有量である。全

量分析に比べ１規定塩酸抽出法では含有

量が５分の１程度になり、かなり低く評価

されることがわかる。 

 鉛以外の重金属類についても同様の試

験を実施したが、いずれも１規定塩酸抽出

法でかなり低い値となった。 

 １規定塩酸抽出法により測定される含

有量が全量分析の値に比べてどの程度低

い値になるかは、地質条件や、重金属項目

などの諸条件により異なると考えられる

が、かなり低い値になることは容易に想定

できる。また、平成 15 年９月に土壌環境

センターから発刊された「土壌汚染対策に

基づく調査及び措置の技術的手法」の中で

も同様の傾向（明らかに小さくなる）が明

記されている。 
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全量分析
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図－５ 試験法変更による試験値の対比 

            （鉛含有量） 

③含有量に対する基準値の変更 

 含有量に対する基準値の変更を表－２

に示す。 

「調査・対策指針」では参考値であった

が「土壌汚染対策法」では基準値の扱いに

なった。また、これまで参考値として設定

されていなかった遊離シアン、六価クロム、

セレン、フッ素、ホウ素に対しても基準値

が設けられた。 

参考値に項目として存在していた４項

目については鉛を除き、全て許容が大きく

なった。これまでの含有量参考値は市街地

における土壌中の重金属等の含有量を統

計処理して設定された値であったが、土壌

含有基準値は人による直接摂取のリスク

を考慮し、設定された値である。試験法の

変更及び、基準値の変更により、含有量に

対する評価は緩くなる傾向となった。 

表－２ 含有量に対する基準値 

 含有量 

参考値 

土壌 

含有量基準

カドミウム ９mg/kg 150 mg/kg

鉛 600 mg/kg 150 mg/kg

遊離シアン － 50 mg/kg

六価クロム － 250 mg/kg

ヒ素 50 mg/kg 150 mg/kg

総水銀 ３mg/kg 15 mg/kg

セレン － 150 mg/kg

フッ素 － 4000 mg/kg

ホウ素 － 4000 mg/kg

 

２．３ 「土壌汚染対策法」施行後の対策

判定 

「土壌汚染対策法」で示される基準値と

対策工の対応表を表－３に、「土壌汚染対

策法」施行後の掘削土対策判定フローを図

－６に示す。 

溶出量は「調査・対策指針」準拠から「土

壌汚染対策法」準拠へ移行しても試験法、

基準値に変更はない。また表－３に示すよ

うに選定される対策工は遮水構造を持つ



管理型処分場であり、「土壌汚染対策法」

施行前もこれに準拠した処理を実施して

いる。このため、「調査・対策指針」に基

づいて策定した対策判定フローの土壌環

境基準を土壌溶出量基準に読み替えるこ

とで対応した。 

一方含有量については、試験法、基準値

が変更されたため、「土壌汚染対策法」施

行後は工事中に実施する試験を１規定塩

酸抽出法に変更すると共に、土壌含有量基

準との対比を行うこととした。 

土壌含有量基準値のみを超過した場合

の対策工は表－３に従えば、知事が認めた

安定型処分場に搬出できることとなって

おり、これに準拠し路体盛土内への封じ込

めなども考えられる。しかし、当工事には

盛土がほとんどない。 

 

表－３ 基準値から選定される対策工 

（搬出処分・ 終処分場による処分） 

 
第二種特定有害物質 

（重金属類） 

第二溶出量 

基準 
不適合 － － 

土壌溶出量 

基準 
－ 不適合 適合 

基

準 

土壌含有量 

基準 
－ － 不適合

遮断型 ○ ○ ○ 

管理型 

（一般・産廃） 
× ○ ○ 

処

分

場
1) 

安定型 2) × × ○ 

 

pH(H
2
O)≦4

またはpH(H
2
O
2
)≦3.5

該当しない

pH(H2O2)≦3.5

ｐＨ２希硫酸溶出試
験

土壌溶出量基準を
超える

判定
（溶出試験結果）

土壌溶出量基準
以下

土壌溶出量基準
以下

環境基準値を
超える

重金属類の
成分含有量は？

含有量基準値を
超える

土壌溶出量基準
以下

該当する

成分分析試験
溶出試験

遮水工処理 覆土・植裁工処理
普通土として流用

無処理で盛土

判定
（溶出試験結果）

土壌溶出量基準を
超える

土壌溶出量基準
以下

pH(H2O)≦4
pH(H2O2)≦3.5

判定
（溶出試験結果）

pH(H2O)≦4

土壌溶出量基準を
超える

土壌溶出量基準
以下

重金属類の
成分含有量は？

含有量基準値
以下

含有量基準値を
超える

 

図－６ 当工事の掘削土対策判定フロー 

（「土壌汚染対策法」施行後） 

 

重金属含有土砂の対策と対外的配慮 

工 事 か ら 発 生 す る 土 砂 は こ れ ま で 述

べた指針・法律に準拠した調査・試験を

行い、対策判定フローにより処理方法を

決定している。 

遮水工処理と判定された土砂は、当工

事で造成した管理型土捨場に搬入してい

る。また、覆土植裁工処理と判定された

もののうち、酸性硫酸塩土壌に該当する

ものについては、管理型土捨場とは別の

土捨場などに運搬し、50ｃｍ以上の覆土

処理を行っている。なお土壌含有量基準

のみを超えるものについては、現段階ま

でに確認されていないが将来的な管理が

必要となることから管理型土捨場への処

理を考えている。しかし、ここで考えて

おかなければならないことは、重金属類

は一定に含有しているものではないため、

良質土と判定した土砂の受け入れに対し

て、地域住民や自治体に不信感を与えて

しまうことである。このため良質な土砂

の信頼度を高める事が必要となる。 

1)処 分 場 と は 廃 棄 物 処 理 法 の 終 処 分 場 を い う 。  

2 )「 安 定 型 」 と は 処 分 場 の 所 在 地 、 区 域 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 が

認 め た も の に 限 る 。  

（「 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 調 査 及 び 措 置 の 技 術 的 手 法 の 解 説 」 よ り 抜 粋 ，

一 部 加 筆 修 正 ）  



当工事では、施工中「土壌汚染対策法」

に基づく頻度で試験を実施し、その結果、

対策必要と判断された土砂は、そのまま

対策工へ搬出するが、対策不要と判断さ

れた土砂は、簡易試験（蛍光Ｘ線）を日々

管理に取り入れ、再チェックを行ってい

る。なお、この簡易試験で不適となった

場合は公定法試験（成分分析・溶出試験）

を実施する事としている。このため、良

質土として判定された土砂については土

砂受け入れ先に対し、試験結果や発生箇

所などの情報を定期的に報告することが

可能となっている。 

 次に、各処理に対しての運搬である。

対策必要と判断された土砂については、

土砂の流出・飛散防止と搬出・搬入簿の

整理等が必要となるが、事前調査で対策

不要となった土砂は１次仮置きの段階で

先に述べた日々管理→公定法試験を行う

ため、日々毎に発生する土砂が混じらな

い様な堆積場が必要となる。 

こ の よ う に 重 金 属 含 有 土 砂 が 確 認 さ

れる地域の工事では、良質土についても

管理方法や情報提供方法などを計画して

おく必要があると思われる。 

 

写真－１ 蛍光Ｘ線装置 

 

 

 

おわりに 

 現在、建設工事などで自然的原因により

有害物質が含まれる地盤に遭遇した場合

の対応は「土壌汚染対策法」が拠り所とな

っている。しかしながら、「土壌汚染対策

法」は自然的原因について適応外となって

おり、法施行後も依然として都道府県との

協議を行い、現場毎に対応しているのが現

状である。 

 平成 15 年７月には自然的原因による汚

染に遭遇した場合の技術的手法として、独

立行政法人土木研究所から「建設工事で遭

遇する地盤汚染マニュアル（暫定版）」も

出された。当工事では同マニュアルも参考

に工事を進めている。しかし、土壌汚染対

策を実施するにあたっては、地域住民の理

解を得ることが不可欠であり、「土壌汚染

対策法」やマニュアルに準拠した処理を行

っても、必ずしも地域住民の同意を得られ

るとは限らない。したがって地域住民との

対話を重ね、理解を得た上で工事を進めて

いくことが重要であると考える。 

 

 

 

 

写真－２ 管理型土捨場全景（造成時）
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