
 

第 1回 自然由来を考えるワールド・カフェ 報告 

 

自然由来ワールド・カフェ 参画者一同 

１．経緯 

 鉛、ヒ素、フッ素等の自然由来重金属等を含む建設発生土に関する問題が広く認知された昨今、

建設事業で取り扱う事例の増加と共に、様々な課題が顕在化してきた；「岩石を磨り潰して（2mm

以下にして）溶出試験を行うのは適切なのか？」、「どういう条件で重金属類の溶出が促進されるの

か？」、「地域ごと、地質ごとに異なる評価軸・対応方法が必要なのではないか？」あるいは、「そ

もそも対策が必要なのか？」等である。  

 これらの課題に対して、合理的な答えを見出すべく、様々な機関で取り組みが始まっている。し

かしながら、先の大震災からの復興事業を始め、東京オリンピック、リニア中央新幹線といった大

規模事業が進行あるいは間近に迫っている現在、合理的かつ社会的に受容される措置の推進に向け

て、適切な現状認識に基づき今後の研究や活動内容を選択と集中し、方向性を一刻も早く決め、取

り組みを進める必要がある。 

 このような背景のもと、発起人が中心となり呼びかけを進め、2014 年 12 月 12 日、13 日の 2 日

間、本問題に問題意識を持った 31 名の有志が組織や分野の枠を超えて集まり、自然由来の重金属

類を含む土壌・岩石を対象に、「現在の共通認識」を確認し、「取り組むべき課題」、そして「今後

に必要な研究・活動」について議論を実施した。本報告は議論の要旨をとりまとめたものである。 

  

２．参加者 

 当日の議論においては、別紙１に示す 31名（大学 10 名、研究機関 9 名、団体・民間企業 12 名）

が参加した。また、日程の都合により参加できなかった大学関係者 2 名（別紙１の●印）からコメ

ントを受領した。 

 今回、各参加者は組織の代表ではなく、個人として参加している。そのため本報告においても、

各組織の代表としての意見ではなく、参加者個人の意見として、共通認識、課題等を取りまとめた。 

 

３．現状の共通認識 

 現状の共通認識として、①今後、リニア中央新幹線、東京外かく環状道路、東京オリンピック、

新東名高速道路建設等の大規模事業により、土壌溶出量基準を超過する自然由来重金属等を含有す

る土壌（以下、自然由来重金属等汚染土壌）の発生量が年間 200万 t以上、平成 34 年までの総量と

して 2800万 t 以上発生する可能性があること、②自然由来重金属等汚染土壌の重金属は、元々地殻

に含有されるものであり、その多くは本来守るべき地下水や周辺環境を汚染するリスクが極めて低

いにもかかわらず、有効活用や合理的な措置方法が採用されず、過剰な対策（汚染土壌としての処

理・管理型処分場等への搬出）が取られる傾向にあること、③結果として社会コストの増大を招い

ていること、が挙げられた。 



４．合理的な措置の推進に向けた課題 

 これらの自然由来重金属等汚染土壌に対して、合理的な措置を推進し、社会的なコストや環境負

荷を低減することの障壁となっている課題について、ワールド・カフェにおける議論の結果を下記

に示す。 

 

課題１：事前情報に関する課題 

［課題 1−1：地質情報データベース］ 土木工事を行う上では、自然由来重金属等を含有し、かつ

環境に影響を与える土壌や地層の位置情報、および自然由来重金属汚染土壌発生量の予測は、事業

の円滑な推進、対策工法の選定、事業コストの予測の観点から極めて重要である。産総研の地球化

学図、東北大学の地圏環境インフォマティクス等があるが、その拡充と利活用方法の構築が必要と

考えられる。 

［課題 1−2：実汚染サイトにおけるモニタリング情報］ 自然由来重金属等を含有した土壌を保管・

管理した際の、実現場レベルにおける地下水や表流水中の重金属等のモニタリングデータは、実現

象の把握、社会に対する説明の観点から極めて重要である。しかしながら、継続的な測定が行われ

ている事例は限られており、現場モニタリングの実施と情報の公開が重要と考えられる。 

 

課題２：調査・試験・評価・措置に関する課題 

［課題 2−1：岩石と土壌の違いをどう評価するのか？］ 土壌環境基準への適合を評価する際に行

う「平成 3年環境庁告示 46 号溶出試験」（以下、環告 46 号試験）では、2mm 以下に調整した試料

を使用することが多い。しかしながら、トンネル工事等で発生する岩ズリ等（掘削発生土とも呼ば

れる）は、管理・保管・有効利用する際でも 2 mm以下に破砕されるケースは殆ど無い。一般には、

粒径が大きくなるに従い、重金属等の溶出量が少なくなる場合が多いことから、実際の管理・保管・

有効利用の状況に則した試験条件での評価（2mm以下に破砕するのではなく、実際に管理・保管・

有効利用する粒径での試験）が必要と考えられる。 

［課題 2−2：評価に資する試験方法と事前予測方法の構築］ 環告 46号試験で基準を超えた自然由

来重金属等汚染土壌の存在と当該サイトでの地下水汚染の発生には明確な関係性はないことは、既

存のモニタリングデータからみても明らかであり、環告 46 号試験の結果のみで地下水汚染のリス

クを評価することは、実際の地下水汚染発生のリスクを過大に評価しているケースが多いことは自

明である。また、岩ズリは、掘削により嫌気環境から好気環境に移行することにより酸性化し、重

金属等の溶出挙動や pHが経時的に変化する場合のあることが知られている。これらの溶出挙動は、

岩質・土質、重金属等の種類によって異なる。そのため、［課題 2-1］で示した粒径の問題も含め、

環告 46号試験だけでなく、より現実に即した試験方法の構築と活用・運用が必要と考えられる。 

［課題 2−3：基準値に関する課題］ 現状の地下水環境基準は、70年間、1 日 2 Lの地下水飲用を

前提に定められたものである。一方、液固比 10 L/kg の環告 46号試験によって溶出する重金属等濃

度に対して適用される土壌溶出量基準が、地下水環境基準と同値であることの妥当性について、 

議論を行う必要があると考えられる。 



［課題 2-4：事前評価手法、対策設計手法］ 個々の現場で発生した自然由来汚染土壌の対応は、

現場の技術者や管轄行政の努力で何とか解決しているのが現状である。これらの対応をサポートす

るための科学的知見に基づく事前評価手法［課題 2-1、2-2 に関連］と、その結果に基づく対策設計

手法のガイドラインやマニュアルの策定が重要である。もちろん、岩・土砂の用途、土質・岩質、

物質毎に溶出挙動や適用できる措置方法は異なるが、まずは現在得られている科学的な知見をベー

スに、各研究機関・実務者が協力をして方法論を構築・確立していく必要がある。 

 

課題３：情報伝達における課題 

［課題 3-1：認知の課題、安全と安心］ 自然由来重金属等汚染土壌の対応について、説明会等に

おいて説明をする際には、地域住民をはじめとするステークホルダーの方達に情報が的確に伝わっ

ていない可能性がある。より理解しやすい情報の提供が必要と考えられる。また科学的に安全であ

ることを伝えたるだけでなく、安心して頂く説明をすることが重要であると考えられる。 

［課題 3−2：インセンティブの不足］ 実際の工事現場において、自然由来重金属等汚染土壌が発

生した際に、現地で管理・保管をするインセンティブは、施工者、住民、行政にとって、費用面の

負担がある場合を除いて、殆ど無いのが現状である。また、事業者においては、現状では自然由来

汚染土壌への対応は事業において事業の遅延、事業費の増大を招く「負の要因」でしかない。また、

事業者が、合理的な対応をする場合には、ステークホルダーへの情報の説明、長期的なモニタリン

グやトレーサビリティの確保等の必要が有ることから、合理的な措置に対して、費用面以外のイン

センティブが働きにくい傾向にある。そのため、事業者あるいは施工者が、合理的な対策の推進に

尽力してもモチベーションを上げる要因になりにくい（端的に言えば、合理的な対策を推進しても、

「報われない」ことが多い）。 

［課題 3−3：用語の課題］ 重金属等はそもそも“ミネラル”であり、セレンや亜鉛は人間にとって

必須元素である。これらの重金属等は自然界を物質循環しており、人間活動により取り出された岩

石・土壌の一部が自然由来重金属等による“汚染”土壌と呼ばれている。この名称が、ステークホル

ダーに誤解を与える一因を担っている可能性がある。 

 

課題４：法的・社会経済的課題 

［課題 4−1：土木工事等の掘削岩ずり等に対する法の課題］ 現在の土壌汚染対策法は市街地の土

壌が対象であり、あくまで、人為的な汚染に対して汚染原因者負担の原則の元に措置を実施する仕

組みである。一方、土木工事等で発生する重金属等を含有する岩ずりは、その性状だけでなく、汚

染原因者が不在と考えられる点からも、土壌汚染対策法の対象とは全く異なるものである。しかし

ながら、他に参照する法律がないため、土壌汚染対策法の仕組みを準用することが多いのが現状で

ある。 

 ［課題 2-1、2-2］で指摘したとおり、元々の性状や溶出挙動が異なること、さらに発生場所や利

活用される用途、管理を行うのが主に公共団体であるという特性もふまえ、土木工事等で発生する

重金属等を含有する岩ずり等を対象とした新たな法体系について検討することが必要と考えられ



る。また、市街地の自然由来重金属等汚染土壌についても、各地で存在する 100以上の残土条例等

の事例を勘案しつつ、残土管理手法として検討することが必要と考えられる。   

 

［課題 4-2：本問題が与える社会経済的影響に関する課題］ 自然由来重金属等汚染土壌の処理が、

今後の日本社会において、どのくらいの社会経済的な影響をあたえるか、について定量評価し、問

題の全体像を把握するとともに、社会に合理的な措置の必要性を訴えていく必要がある。 

 

５．解決に向けた取り組みについて 

5.1 喫緊に必要な取り組み 

・ 前述の課題の中でも、「２．調査・試験・評価・措置に関する課題」については、中央リニア新

幹線、東京オリンピック等が迫っている中、科学的な知見をすべて蓄積した後にガイドライン

化をする時間的な余裕はないと考えられる。現状、得られている科学的な知見をベースにして、

各研究機関・実務者・施工者・事業実施者等が協働して方法論を構築していく必要と考えられ

る。 

・ これに関しては、具体的なガイドラインやマニュアルを整備するだけでなく、学協会が連携し

て、より包括的な方向性を含めた共同声明（提言）をだすこと、さらに省庁・出先機関・都道

府県自治体等を含めた情報交換・現状及び課題・手法を［共有］をすることが必要と考えられ

る。 

 

5.2 中長期的に必要な取り組み 

・ 環境基本法や土壌汚染対策法など関係法令との整合性も踏まえて、必要に応じて土木工事等で

発生する重金属等を含有する岩ずり等を対象とした法律も想定した上での、法学の専門家も交

えた内容の検討が必要と考えられる。 

・ 重金属等の溶出（及び溶出抑制）メカニズムあるいは盛土内での挙動等について、理論的な裏

付けを構築していくことが重要であると考えられる。 

・ 現状、自然由来重金属等を含む岩ずりの対策として行われている手法について、長期的な安定

性についてのデータを集積することは安全性を担保する上で極めて重要と考えられる。 

・ 国交省、農水省、自治体等、大規模土木工事の事業主体にあっては、自然由来重金属等汚染土

壌への対応を工事の仕様に含め、リスク低減への取り組みが事業者・施工者のインセンティブ

になるような枠組みを構築することが重要であると考えられる。 

・ 自然由来重金属等汚染土壌を扱う建設工事におけるリスクの程度について、一般市民にわかり

やすく説明（啓蒙）することも重要であると考えられる。 

 

以 上 

 



 

参画者（敬称略、順不同） 

 
 

所属 氏名 

1 
 

土木研究所 品川 俊介 

2 
 

土木研究所 寒地土木研究所 田本 修一 

3 
 

鉄道総合技術研究所 太田 岳洋 

4 
 

産業技術総合研究所 張  銘 

5  高速道路総合技術研究所 岩尾 哲也 

6 
 

京都大学 乾  徹 

7 
 

東北大学 井上 千弘 

8 ● 富山大学 丸茂 克美 

9 
 

長崎大学 大嶺 聖 

10 
 

福岡大学 佐藤 研一 

11 ● 北海道大学 五十嵐 敏文 

12 
 

北海道大学 佐藤 努 

13 
 

宮崎大学 伊藤 健一 

14 
 

横浜国立大学 小林 剛 

15 
 

早稲田大学 小峯 秀雄 

16  日本汚染土壌処理業協会 辻本 健二 

17  泥土リサイクル協会 野口 真一 

18  セメント協会・三菱マテリアル 清田 正人 

19 
 

土壌環境センター・日本工営株式会社 鈴木 弘明 

20 
 

土壌環境センター・国際環境ソリューションズ株式会社 中島 誠 

21 
 

土壌環境センター・熊谷組 門倉 伸行 

22 
 

鹿島建設  川端 淳一 

23 
 

大成建設 高畑 陽 

24 
 

清水建設 浅田 素之 

25  土壌環境センター・大林組 日笠山 徹巳 

26 
 

パシフィックコンサルタンツ 龍原 毅 

27 ※ 東北大学 白鳥 寿一 

28 ※ 京都大学 勝見 武 

29 ※ 東北大学 駒井 武 

30 ○※ 産業技術総合研究所 保高 徹生 

31 ○ 産業技術総合研究所 井本 由香利 

32 ○ 産業技術総合研究所 今泉 博之 

33 ○※ 応用地質 門間 聖子 

34 ○※ 国立環境研究所 肴倉 宏史 

●会議不参加・コメント提供、○事務局、※発起人 

 


