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自然由来重金属等による地下水・土壌汚染問題の本質：鉛

島田 允堯＊

The Essence of Problems on Groundwater and Soil Pollutions Caused by Naturally 
Occurring Heavy Metals and Harmful Elements : Lead

Nobutaka SHIMADA＊

Lead has been used by mankind for more than 5000 years. It is vital for any industrial economy, and is 
now used mainly for batteries, chemicals, cable sheathing, alloys and so on in large quantities. However, lead 
is one of poisoning elements, so that the environmental criteria and water quality limit have been established 
less than 0. 01 mg/L in Japan. This review includes abundance and stability of lead and lead compounds in 
the ambient environment, and intends especially to provide the fundamental data for making clear the source 
of lead in groundwater and soil pollution problems.

The level of lead in the earth crust of the Japanese islands is 16. 9 mg/kg. Lead contents are relatively 
high in shale and granitic rocks as 15-20 mg/kg, and rather low in sandstone, limestone, and volcanic rocks as 
0. 5-9 mg/kg. Its average is 17. 2 mg/kg in uncontaminated soils. The median concentration is 20. 7 mg/kg in 
stream sediments, and 18. 6 mg/kg in submarine sediments. It is characteristic that these values appear to be 
the same, but each statistical dispersion is large.

In the hydrosphere, the lead concentration is 4. 3 μg/L in rainfall, and 4. 1 μg/L in snowfall. In the river 
water, the average lead concentration in colloidal state is 0. 1 μg/L, while that in dissolved state is as 
extremely low as 0. 0001 μg/L. This fact is well-matched with the general monitoring results of river- and 
ground-water quality, conducted annually by national and local governments. On the contrary, lead and its 
compounds are the most prevalent in heavy metals or designated hazardous substances （Class 2） among the 
number of cases of soil contamination exceeded Soil Concentration Standard and/or Soil Leachate Standard. 
Major lead contaminations come from anthropogenic sources such as chemical and metal factories and also 
waste facilities.

Concerning lead and its compounds, the value obtained by the current method of Soil Leachate 
Investigation inevitably includes not only dissolution form but also colloidal form adsorbed on very fine 
particles of clay minerals and hydroxides. If lead is leached out from soil, the colloidal lead never drift down 
with an extremely slow-flowing groundwater. Therefore, it is required to evaluate precisely the lead 
concentration obtained by Soil Leachate Investigation on the basis of geochemical knowledge.

　鉛は5千年以上も前から使われてきた金属で，現在では人類にとって有用不可欠なものとして，主にバッテ
リー，化学薬品，電線被覆材，合金等に大量に使われている。しかしながら，鉛は毒性を持つ元素の一つである
ため，わが国では環境基準や水質基準が0. 01 mg/L以下と定められている。ここでは，身近な環境における鉛の
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存在度や化学種の安定度について記述し，特に地下水・土壌汚染問題の背景と原因究明のための汚染調査法の基
礎的な資料についてレビューを行った。
　日本列島の地殻中に鉛（全含有量）は平均して16. 9 mg/kg含まれている。岩石別にみると，頁岩や花こう岩
で15〜20 mg/kgとやや高く，砂岩や石灰岩，火山岩類で0. 5〜9 mg/kgと低い。土壌（非汚染）では平均17. 2 
mg/kg，河川堆積物では20. 7 mg/kg（中央値），日本周辺の海底堆積物では18. 6 mg/kg（中央値）を示し，い
ずれも比較的近似した値となっているが，場所によってかなり変動するため全含有量の分散が大きいという特徴
がある。
　水圏における鉛濃度は，降水で4. 3 μg/L，降雪で4. 1 μg/L，また河川水では懸濁態が0. 1 μg/Lなのに対し
て溶存態はその1000分の1と極端に低い。これらの値は，全国の河川，湖沼，海域において実施されている水質
分析，また地下水概況調査における水質分析で鉛の環境基準（0. 01 mg/L）を超過する事例が極めて少ないこと
と整合的である。
　土壌汚染事例では，鉛及びその化合物が土壌溶出量基準（0. 01 mg/L）及び土壌含有量基準（150 mg/kg）を
超過する事例が重金属類中で最も多い。この原因は，大部分が工場・事業所及び廃棄物からの人為汚染である。
　現行の土壌溶出量試験で得られる鉛の溶出量は，溶存態だけでなく，粘土鉱物や水酸化鉄等の微粒子に吸着し
た懸濁態（コロイド）をも必然的に含んでいる。しかし，それが仮に地下水へ溶出しても，吸着態鉛は直ちに沈
降するので地下水中を移動することはありえない。そのため，地下水・土壌汚染問題では鉛化学種とその溶出機
構，移動特性についての基礎的な理解は重要であり，特に土壌汚染調査で得られる鉛の溶出量試験結果について
は地球化学的知見に基づいた的確な判断が求められる。

キーワード： 鉛，コロイド，バッテリー，鉛弾，射撃場，鉛同位体，ファイトレメディエーション



図 -1  土壌汚染調査による土壌環境基準超過件
数：平成 3 〜 21 年度累計（環境省水・大
気環境局 1））

Fig. 1  The number of soil contamination cases 
over the environmental criteria for the peri-
od 1991-2009 fiscal year.
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グラウンドレベルが比較的高い土壌に人為汚染が付加
されたものか，即座に判断できない場合が多いからで
ある。しかし，汚染原因が明らかになれば，汚染範囲
の特定や土壌汚染対策に大きく貢献するので，特に自
然由来の鉛汚染（汚濁）についての分布や化学的な挙
動に関する理解は土壌・地質汚染問題にとって重要で
ある。
　この総説では，鉛の自然界における存在度や挙動に
関する従来の研究を概観するとともに，土壌・地下水
汚染事例を通して，鉛による人為的汚染源を究明する
ための方法論の収集に努めた。この資料が，地下水・
土壌汚染の原因を解明するうえでの基礎資料としてい
くらかでも役立つならば幸いである。
　なお，この総説と同様な趣旨でヒ素 2），フッ素 3），
水銀 4）についてはすでに述べた。

2.	 	鉛の性質と利用，毒性

2.	1	 鉛の物性
　鉛（Pb）は重金属の一種で，原子番号 82，原子量
207. 2 である。 融点 327. 5℃，沸点 1, 740℃，比重は
11. 34 を示す。鉄に比べて 1. 4 倍の重さがある。モー
ス硬度は 1. 5 で軟らかい。鉛の新しい切り口は蒼白色
で金属光沢があるが，空気中では直ちに錆びて鈍色

（青灰色）となる。この錆びは内部には及ばない 5）。

2.	2	 鉛の同位体組成と分析法
　鉛には 204Pb，206Pb，207Pb，208Pb の 4 種類の安定同
位体がある。206Pb は元は質量数 238 のウラン（238U）
であり，このウランが半減期 45 億年で壊変して生成
したものである。同様に 207Pb は 235U が半減期 7 億年
で，また 208Pb は 232Th が半減期 141 億年で壊変して生
成したものである。ウラン（U）やトリウム（Th）は
岩石や土壌中に微量元素として存在するので，数億年
という長い地質時間を経ると 206Pb，207Pb，208Pb の量
はそれぞれの壊変速度にしたがって増加している。一
方，残る 1 つの 204Pb は最初からの鉛であり，付加す
る物がないので一定の量を持ち続けている。したがっ
て，時間に対する情報を得たい場合は 204Pb を基準に
比（206Pb/204Pb，207Pb/204Pb，208Pb/204Pb）を取るのが
基本である。
　しかし，それぞれの同位体の特徴を抽出するために
は 2 組の鉛同位体比（207Pb/206Pb，208Pb/206Pb）で表現
する方が便利で，一般に 207Pb/206Pb を横軸に，208Pb/ 
206Pb を縦軸にとったグラフが多い。このようにする
と，横軸は時間に，縦軸は Th/U 比に関連した指標と
なっている。
　鉛同位体分析では，表面電離型質量分析計（Ther-
mal Ionization Mass Spectrometer：TIMS）を用いて
4 種類の同位体全ての比を測定するが，この装置は一
部の大学や国公立系の研究機関に限られる。一方，
ICP 質量分析計は TIMS に比べて精度が劣り，特に
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1.	 	まえがき

　環境省による平成 21 年度土壌汚染調査・対策事例
を見ると，土壌環境基準を超過した件数は鉛及びその
化合物が 184 件で，重金属類（第二種特定有害物質）
中で最も多い。2 番目はヒ素（158 件），以下フッ素

（157 件），六価クロム（69 件），水銀（36 件），ホウ素
（35 件），シアン（34 件），セレン（18 件），カドミウ
ム（9 件）となっている 1）。平成 21 年度までの 19 年
間の超過件数累計（図 -1）を見ても，鉛及びその化合
物が他の項目にくらべて圧倒的に多い。これらは，法
に基づく事例に加え，条例・要綱に基づくもの，自主
的に行われたもの等都道府県・政令市が把握したもの
全てを含んでいる。鉛汚染の原因者はその 70％以上
が工場・事業所と特定されていて，業種としては多い
順に金属等の製造業，小売業，印刷及びその関連業と
なっている 1）。
　鉛は，微量ながら自然界に広範囲に存在する元素の
ひとつである。表層土壌中にも広く分布するが，自然
由来のバックグラウンドレベルは不均質で一様ではな
い。したがって，土壌汚染対策法（以下，土対法）に
よる基準値だけで判断すると，鉛汚染源が見つかって
もその原因を特定することは容易ではない。それが全
面的に人為汚染によるものか，それともバックグラウ
ンドレベルが異常に高いためなのか，あるいはバック



図 -2  日本の鉛生産量の経年変化（中西ほか 12））。
Fig. 2  Annual lead production of Japan in 104 metric 

tonnes.

表 -1  主な鉛鉱物
Table 1  Representative lead minerals.
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のことで，紀元前 3 千年頃にはすでにエジプトでは青
色陶器の釉薬など多方面に鉛が使われていたとい
う 13）。そのために鉛中毒も随分古くから存在したら
しい。すなわち，ヒポクラテスの時代（紀元前 5 世
紀）にはすでに，鉛精錬作業者に鉛疝痛，便秘，蒼白な
どが見られたという記録が彼らによって残されてい
る。鉛中毒の主徴としては，まず貧血が現れ，それに
腹部症状が加わり，さらに進行すると末梢神経・中枢
神経障害が起こる 13）。
　エジプトの女性にはコール墨（kohl）という黒い粉
末を目の周りに塗る習慣がある。この粉末は方鉛鉱で
ある。古代から乾燥していて風嵐が吹くことから，目
の病気が多いためにその予防的な役割をはたす意味も
あったらしい 14）。今でも中近東一帯ではアイシャ
ドーとして広く使われ，北アフリカのバザールでは化
粧品用として方鉛鉱が計り売りされている 15） , 16） , 17）。
　方鉛鉱を焼いて酸化鉛とし，これを残りの方鉛鉱と
反応させると金属鉛が得られる。このようにして金属
鉛は比較的容易に得られたことから，また低融点で加
工し易く，弾性率，強度，融点が低いことから，古代か
ら広く利用されてきた。古代のギリシャ，ローマで
は，鉛の塊を使って鹿の皮等に記号を記していたとい
われ，これが現在の鉛筆（lead pencil）の語源になっ
ている 18）。
　ローマ時代にはすでに水道管として鉛が使用されて
いたことが，ポンペイの遺跡からもわかる 16） , 19）。元
素の事典 20）には古代ローマの水道で使われた鉛管の
写真が掲載されている。Hong et al. 21）は，グリーンラ
ンドの氷の中に 2, 000 年前のギリシャ及びローマ文明
による北半球規模の鉛汚染の証拠の存在を指摘した。
　鉛は水に微量溶けて鉛炭酸塩をつくるために，鉛製
の水道パイプの内側には鉛炭酸塩（PbCO3）の膜が生
じる。この膜は，その下（内側）にあるパイプの鉛に
対して保護膜の役割をしている。ローマ時代にはサト
ウキビがなかったので，鉛製パイプにワインを充たし
そ の 膜 を 溶 か し て 鉛 糖（ 酢 酸 鉛 三 水 和 物，Pb

（CH3COO）2・3H2O）入りのワインを造った。その名
前は甘さを示すことから来ている。貴族階級の裕福層

204Pb の測定には，その存在度が低いために技術上の
困難さを伴う。しかし，2 組の鉛同位体比（ 207Pb/ 
206Pb，208Pb/206Pb）の測定は標準物質（アメリカ標準
技術研究所：NIST 提供の SRM981）を使いながら行
うと，精度良くしかも短時間に多量の試料を分析でき
る。そのため最近では，計量証明を有する事業所での
ICP-MS 分析が一般化しつつある。分析補正に地質調
査所岩石標準試料 6）を使うこともできる。 なお，
ICP-MS 分析における測定・補正法については向井・
吉永 7），Yoshinaga 8），加田平ほか 9）などに詳しく述
べられている。
　一方，放射性同位体である 210Pb は半減期が 22. 2 年
であることから，現世の海底堆積物や湖沼堆積物の年
代測定に用いられる 4）。

2.	3	 主な鉛鉱物とわが国の鉛生産量
　鉛を含む鉱物は 500 種類以上 10）が知られているが，
大部分は鉱床地帯など限られた場所でしか産出しな
い。 1970 年代初頭までに，日本で見出された鉛を含
む鉱物は，櫻井鉱物標本 11）によると 38 種である。鉛
が単体で天然に産する場合の鉱物名は「自然鉛（na-
tive lead）」であるが，産出は極めて稀で，スウェーデ
ン・ラングヴァン産のものが唯一といわれている。
　表 -1 に主な鉛鉱物を示した。最も普遍的で資源的
にも重要な鉱物は方鉛鉱であり，他の 4 種類は方鉛鉱
が地表付近の環境下で酸化して生じる一般的な 2 次鉱
物である。
　方鉛鉱は鉛灰色で金属光沢のある六面体あるいは六
八面体結晶として産する。砕いてすりつぶした粉末の
色（条痕色）も同じく黒味を帯びた鉛灰色である。比
重は 7. 5 〜 7. 6 を示す。通常，方鉛鉱は微量成分とし
て銀やビスマスを含む。
　図 -2 はわが国における鉛の生産量の経年変化であ
る 12）。生産量の内訳には，鉛鉱石を製錬した電気鉛

（Pb 99.95％以上）のほかに再生鉛等（Pb 90％以上，
または 50％以上）が含まれている。2006 年に豊羽鉱
山（北海道）が閉山したため国内産の鉛鉱石は皆無と
なったが，海外から輸入した鉛鉱石やスクラップ等に
よる製錬で得られる日本の鉛生産高は，2007 年現在
27 万トンである。

2.	4	 鉛の利用と公害
　人類がはじめて鉛を使用したのは今から 5 千年も前



5自然由来重金属等による地下水・土壌汚染問題の本質：鉛

土を殻付き卵に塗布し，2 カ月程度置くと卵白と卵黄
が凝固する 25）。ところが，凝固（ピータン化）は必ず
しも確実に進行しないので種々の添加材（製剤）が用
いられている。その一つに一酸化鉛を添加する製法

（日本特許）が特に台湾でよく知られている。そこで
箕口 25）は，日本国内で市販されているピータン（国内
産及び輸入品）の卵黄卵白部の鉛全含有量を調べた。
その結果，8 銘柄中 5 銘柄に鉛化合物の添加を推定さ
せる異常に高い鉛全含有量を検出した。最近では無鉛
ピータンと表示したピータンも市販されている。
　古くから鉛丹（えんたん）と呼ばれてきた赤色粉末
は，四酸化三鉛（Pb3O4）であり，鉄骨の防錆塗料や鉛
ガラスに用いられてきた。黄鉛（おうえん）は，クロ
ム酸鉛（PbCrO4）を主成分にする黄色顔料で，淡黄色
から赤色まであり，絵具，接着剤，耐酸性セメント，塗
料，印刷用インキ，合成樹脂着色材等の用途があ
る 26）。
　現在，鉛の主要な用途は自動車等に使われている
バッテリーの電極である。2006 年度の統計では日本
の鉛の需要量の 84％がバッテリー用であった 19）。
　そのほか無機薬品，電線ケーブル用の被覆材，鉛ガ
ラス（鉛は屈折率を高めるためで，24％以上含むもの
をクリスタルガラスという），銃弾，電子材料（チタン
酸鉛），釣り用錘（おもり），防音・制振シート，放射線
シールド等にも使われている。
　鉛製の水道管は代替品へと置き換えが進められてい
る。ステンレス鋼管やポリエチレン管，水道用硬質塩
化ビニル管に切り替わっているが，個人の敷地内など
の古い水道管ではいまだに鉛管が残っているところが
少なくない 27）。
　一方，ハンダ（鉛とスズの合金）は鉛を含まないハ
ンダが代替え品として開発されているが，一部には強
度不足やウィスカ（針状結晶）を発生して不具合を生
じることがあり，電子電気機器の製造不良の面で課題
を残している 28）。
　顔料や家庭用塗料の鉛も規制がなされ，現在では鉛
は含まれていないが，輸入品の金属製のアクセサリー
類，食器，玩具の塗料，色つきレジ袋などから高い鉛
全含有量が検出され，回収措置が行われている 19）。

2.	5	 鉛及び鉛化合物の溶解度
　鉛や鉛化合物の水に対する溶解度を表 -2 12） , 29） , 30） , 31）

に示した。
　鉛（金属鉛）の水に対する溶解度は 0. 31 mg/L（24
℃）であり，水に飽和した鉛イオン濃度は環境基準

（0. 01 mg/L）よりも高くなる場合がある。しかし，こ
れは純水に対する値であって一つの尺度としての意味
し か な い。 身 近 な 環 境 下 で は，金 属 鉛 は 酸 化 鉛

（PbO）や炭酸鉛（PbCO3，Pb3（CO3）2（OH）2）などに
変化する。これらの鉛化合物は，大気中の二酸化炭素
に飽和した水（HCO3

−を含む水，pH＝5. 6）や日常接
する降水（平成 13 年度酸性雨全国調査による加重平

は鉛製のポットや調理用具をも多用したため，鉛中毒
に侵される機会が多く，これがローマ帝国滅亡の原因
の 1 つになったとの指摘さえある 17） , 22）。19 世紀に
なっても，ヨーロッパではワインに限らずその他の飲
み物や食料品の甘みを増すために鉛糖（鉛シュガー）
が使われたので，鉛中毒は治まらなかった 17）。
　わが国では，16 世紀以降になって鉛が弾丸，貨幣，
屋根瓦などに利用されはじめ，明治時代になってから
は水道管に，その後は顔料や印刷用活字合金に大量に
利用されてきた。1960 年代までは化学実験室の流し
台やドラフトチャンバー（排気装置）に鉛板が使われ
たが，これは鉛が塩酸や硫酸に侵されにくく，有害物
質と反応すれば視認しやすい等の利点からであった。
鉛は密度が高く，X 線やガンマ線の吸収能が大きいた
め，放射線遮蔽材としての用途がある。同様に鉛を主
成分とするガラスは，透明な放射線防止板として原子
力関係分野や医療関連分野で使われている 20）。
　テトラエチル鉛（または四エチル鉛，Pb（C2H5）4）
の添加によりガソリンの不完全燃焼が改善される方法
が，1922 年に米国 Standard 石油会社で開発され
た 23）。それ以来，種々の有機鉛化合物を含むガソリン
が自動車のアンチノック剤として急速に世界中に普及
した 24）。しかし，この添加剤は揮発性で有毒であり，
排気ガスとして排出されるために周辺の大気を汚染
し，さらに大量の鉛が道路沿いの土壌に蓄積された。
わが国では，昭和 13 年にテトラエチル鉛が航空機燃
料の添加剤として製造がはじまったが，翌年には中毒
例が出ている 23）。1970 年に，東京都新宿区牛込柳町
交差点において多数の住民が鉛中毒の疑いがもたれる
事件がおきた。このことが契機になって，1975 年に
自動車用レギュラーガソリンが，また 1987 年にはハ
イオクガソリンを含め全てのガソリンが完全に無鉛化
された 19）。しかし，発展途上国では依然として有鉛ガ
ソリンが使われているところが少なくない。
　鉛白（塩基性炭酸鉛，Pb3（CO3）2（OH）2）は色調が
輝き立つほど白い。そのために長らく化粧品や塗料の
必須成分であった。持統天皇 6 年（692 年）に中国か
ら僧観成によって鉛白の製法が伝来したが，これがわ
が国での鉛使用のはじめとされている 13）。江戸時代
から大正年間頃までは女性が化粧するときに首から胸
までこの鉛白を盛んに塗ったが，人体に有害であるこ
とから 1935 年に化粧品としての使用が禁止され
た 16）。欧米では 18 〜 19 世紀にペンキや絵具，化粧品
として広く鉛白が使われたことから，深刻な鉛中毒を
招いた 17）。
　一酸化鉛（PbO）は古来より密陀僧（みつだそう）
と呼ばれたが，これはペルシャ語の mildassa に由来
している。鉛を空気中で酸化すると得られる黄色の粉
末結晶であって，鉛ガラスやセラミックス等に用いら
れてきた。中国の中南部や台湾で発達した食べ物に
ピータン（皮蛋）というアヒルの卵の加工品がある。
主に石灰乳や食塩等を加えた強いアルカリ性を示す粘
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貧血，尿量減少，腕や足の筋肉の虚弱などがある。発
がん性に関しては，ラットに 1 匹当たり 1 日 3 mg の
酢酸鉛を 16 ヵ月間，餌に混ぜて与えた実験では，腎臓
に良性腫瘍及びがんの発生が報告されている 34）。
　特定の無機鉛化合物については，実験動物において
発がん性をしめす十分な証拠が入手できることから，
国際がん研究機関（IARC）は無機鉛化合物をグルー
プ 2A（人に対しておそらく発がん性がある）に分類
している。一方，金属鉛および有機鉛化合物について
は発がん性の報告が不十分で評価できないとして，金
属鉛をグループ 2B（人に対して発がん性があるかも
しれない），有機鉛化合物をグループ 3（人に対する発
がん性については分類できない）に分類している。た
だし，有機鉛化合物は，ヒトや動物の体内で部分的に
鉛イオンに代謝されるので，無機鉛化合物に伴う毒性
を発現すると考えられている 19）。
　人が鉛を体内に取り込む可能性があるのは，主に飲
み水によると考えられ，体内に取り込まれた鉛は血中
などに分布したあと，90％以上が骨に沈着する。主に
尿に含まれて排せつされるが，体内の濃度が半分にな
るには約 5 年かかり，長く体内に残留する 34）。

2.	7	 鉛の各種環境基準
　鉛および鉛化合物の環境分野における各種基準値を
要約して表 -3 に示した。水道水質基準に比べてミネ
ラルウォーター類の原水基準が緩いのは，設定された
時期や改定時期が異なるためらしい。国際食品規格

（コーデックス規格）が定めたナチュラル・ミネラル
ウォーター（鉱水のみを原材料とする水）の製品規格
にくらべると，わが国のミネラルウォーター類の原水
基準は見直しが必要との認識から，厚生労働省薬事・
食品衛生審議会では目下議論がなされている 35）。な
お，原水とは地下水等の泉源ではなく，原料水を指
す 35）。

均 pH＝4. 6132））のような酸性雨と接すると，次のよう
な化学反応により，鉛イオン（Pb2＋）となって溶出す
る。
　1）酸化反応：
　　　Pb（s）＋1/2O2（g） → PbO（s）

　2）酸による腐食反応：
　　　Pb（s）＋1/2O2（g）＋2H＋ → Pb2＋＋H2O
　3） 酸化鉛の炭酸水素イオン（HCO3

−）との反応に
よる炭酸鉛の生成：

　　　PbO（s）＋HCO3
− → PbCO3（s）＋OH−

　　　3PbO（s）＋2H2O＋2HCO3
− →

　　　　　　　　　　　Pb3（CO3）2（OH）2（s）＋2OH−

　4）炭酸鉛の酸による分解反応：
　　　PbCO3（s）＋2H＋ → Pb2＋＋CO2（g）＋H2O
　　　Pb3（CO3）2（OH）2（s）＋6H＋ →
　　　　　　　　　　　3Pb2＋＋4H2O＋2CO2（g）

　鉛は水に溶けないと長らく信じられてきたため，ま
た耐侵食性にも優れているという理由から，古くから
ヨーロッパでは多くの家屋の屋根材として使用されて
きた。日本でも，明治維新以後に鉛製の水道管が普及
した。この時も，鉛は表面に不溶性の酸化被膜をつく
るので無害と説明されてきたが，分析技術の進歩に
よって溶けだす量が測れるようになり，現在では水道
管としては好ましくない材料ということになった 20）。

2.	6	 鉛の毒性
　鉛はカドミウム，水銀とともに微量でさえ生物は必
要としない元素であり，生物の立場からは毒性だけが
目立つ金属である 33）。単行本「毒性元素─謎の死を
追う」17）には，鉛の毒性と鉛中毒の歴史が 63 頁にも
わたって詳しく記述されている。
　鉛は人体への蓄積性があることから，消化管からの
吸収率が高く最も感受性が高い乳児の代謝研究に基づ
き，耐容一日摂取量（TDI）が体重 1 kg 当たり 0. 0035 
mg と算出され，水道水質基準や水質環境基準が設定
されている 34）。
　高濃度の鉛による中毒の症状としては，食欲不振，

表 -2  鉛及びその化合物の水に対する溶解度
Table 2  Solubility of lead and lead compounds
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〜 0. 0160 μg/L で蒸留水中の濃度に近い希薄なもの
であった。
　Sakino et al. 40）は北九州市内の 13 河川について，合
計 28 ヶ所で採水し重金属濃度を測定した。得られた
鉛濃度の範囲は < 1. 0 〜 60 μg/L ，平均 3. 7 μg/L
であった。Iriye 41）は山形県最上川の各支流の上流地
点 116 ヶ所で採水して重金属濃度を分析し，さらに流
量を考慮した平均濃度を求めた。それによると，平均
鉛濃度はグリーンタフ地域で 5. 45 μg/L，花崗岩地域
で 3. 95 μg/L を示した。平尾ほか 42）は多摩川におけ
る鉛（可溶性鉛）の濃度分布を調査し，源流部で 0. 02 
μg/L，中流域で 0. 20 〜 0. 63 μg/L，下流域で最大
2. 4 μg/L を得た。最近，鶴見川下流域（約 15 km の
区間，20 ヶ所）における河川水中の重金属濃度が
Mohiuddin et al. 43）によって測定された。それによる
と，平均鉛濃度は冬期で 4±8 μg/L，夏期で 7±6 
μg/L を示した。
　一方，湖沼水中の微量重金属元素濃度が野尻 44）に
よって明らかにされている。それによると，湖水中の
平均的な鉛濃度は琵琶湖で 0. 068 μg/L，支笏湖で
0. 053 μg/L，摩周湖で 0. 036μg/L であった。
　河川や湖沼，海域における鉛濃度については，全国
の公共用水域において鉛の濃度が基準を超過した地点
数（表 -545））からみて，基準値（0. 01 mg/L＝10 μg/
L）を超える事例は極めて少ない。
　上記の報告値から，わが国の非汚染河川水の鉛濃度
は 0. 02 〜 5. 5 μg/L，同じく湖沼水は 0. 04 〜 0. 07 
μg/L とみなすことができる。なお，世界の河川水の

3.	 	水圏における鉛

3.	1	 降水・降雪中の鉛濃度
　向井ほか 36）は 1990 及び 1992 年に日本各地（24 ヶ
所）で降雪を採取し，鉛の濃度を分析した。それによ
る と 平 均 4. 11 μg/L（n＝44） で あ っ た（ 表 - 
4）。
　日置ほか 37）は京都府内の 2 ヶ所の酸性雨測定所で
採水した降雨中の鉛濃度を報告した。それによると，
2000 年度の鉛濃度は八幡測定所で 0. 22 〜 14. 2（平均
4. 46）μg/L，弥栄測定所で 0. 22 〜 13. 5（平均 4. 08）
μg/L であった。鉛濃度は降水中の Al，K，As 等の
イオン種の濃度と相関性が高かった。両地点の平均か
ら，現在での降水中の鉛濃度は概ね 4. 3 μg/L と思わ
れる（表 -4）。
　北村ほか 38）は宮城県遠田郡湧田谷町の国設大気環
境測定所において 2004 年度中に 1 日毎に採水された
降水について，鉛濃度を測定した。周辺 10 km 以内に
は大規模な鉛発生源はないところである。それによる
と，1 μg/L 以下が 59％と最も多く，ついで 1 〜 2 
μg/L の 17％で，残りの 24％は 2. 2 〜 10. 7 μg/L を
示した。

3.	2	 河川水及び湖沼水中の鉛濃度
　北海道沙流川（さるかわ）の支流の人跡未踏地区

（標高 1, 100 〜 800 m）における河川水について，鉛濃
度が室住ほか 39）によって測定された。結果は 0. 0138

表 -3  鉛及びその化合物の環境分野における各種基準
Table 3  Environmental criteria for lead and lead compounds.

表 -4  水圏における鉛の存在度
Table 4  Abundance of lead in hydrosphere.

表 -5  全国の公共用水域における鉛の基準超過地点数（環境省
水・大気環境局 45））

Tabel 5  Lead concentrations in river-, lake- and sea-waters in Japan.
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は 5 〜 10×103 ng/L になり，有鉛ガソリンの使用規
制 等 に 伴 っ て 年 々 減 少 し て い る か ら で あ る 51）。
Flegal 52）は熱帯域の海水中の鉛についてレビューし，
その大部分は工業由来の鉛であると述べている。中島
ほか 16）によれば，東京湾の海水中の鉛は < 2 〜 3. 9×
103 ng/L を示していて，同時に分析された Cd，Cu，
Ni の濃度分布から鉛の大部分は人為由来を示唆して
いる。

3.	4	 地下水中の鉛濃度
　環境省によって地下水質測定結果が毎年公表されて
いる。最新の測定結果 53）から，全国の地下水概況調
査による鉛濃度の基準値超過件数を年度別に並べて
表 -6 に示した。基準超過率は 0. 2 〜 0. 4％で極めて
低い。さらに，同地下水質測定結果を見ると，全国で
地下水鉛汚染原因が判明した事例 86 件の内訳は，自
然的要因（37 件），工場・事業場（31 件），廃棄物（11
件）となっている。
　これらのデータから，地下水の鉛汚染事例は他の重
金属等に比べて特徴的に少ない。また，汚染原因のう
ちで，人為汚染事例はそのほとんどが工場・事業場や
廃棄物からと限定される，これは，土壌調査で，鉛が
土壌溶出量基準を超過する事例が毎年 10 〜 20 件も新
聞報道されているのとは対照的である。
　なお，Barnes and Langmuir 54）は，米国における地
下水中の鉛濃度データ（n＝1, 161）の分布から，自然
由来の鉛濃度の上限値（しきい値を平均値＋2σと定
義）は 0. 036 mg/L と報告している。一方，日本の土
対法では，鉛の場合は，土壌溶出量が 0. 01 mg/L をこ

鉛の平均濃度（表 -4）は，懸濁態（コロイド）が 0. 1 
μg/L，溶存態が 0. 0001 μg/L と両者は大きく異な
る 46） , 47） , 48）。これは水圏における鉛イオンの存在状
態によるものである（3. 5 及び 5. 2 節参照）。

3.	3	 海水中の鉛濃度
　太平洋の表層海水中の鉛濃度は，Murozumi 49）によ
ると 9. 9 〜 23. 5 ng/L（n＝5）であり，極めて低いレ
ベルとなっている。また，Flegal and Patterson 50）に
よる太平洋中央海域の表層水も 2. 7 〜 11. 3 ng/L でほ
ぼ同様な値である。これら値は表 -4 の太平洋の表層
水中の鉛濃度（12 ng/L）46）とほぼ同じである。
　しかしながら，これらは鉛汚染の影響を直接受けな
い海域での濃度値であって，海洋の場所や採水時期に
よっては極端に異なる。例えば，北太平洋東域で 2004
年に採水された海水（深度 0 〜 4, 000 m）は 2 〜 8 
μg/L（＝2 〜 8×103 ng/L）51）を示し，なんと 3 桁も
高い。これは陸域から風によって運ばれてくる工業由
来の鉛（空中塵）によると考えざるをえない。という
のは，北大西洋域で 1979 年に測定された表層海水中
の鉛濃度は 40×103 ng/L に達していたが，1997 年に

表 -6  全国の地下水概況調査による鉛濃度基準超過数 53）

Table 6  Number of wells in which lead concentrations exceed-
ed the water-quality level in groundwater.

図 -3  Eh-pH 図（25 ℃，1 atm）．a） Pb-O-H 系，ΣPb＝10−10（竹野 55）），b） Pb-CO3-H2O 系，ΣPb＝10−6，ΣCO3＝
10−2（Scheetz and Rimstidt 56）），c） Pb-S-C-O-H 系，ΣPb＝10−8 ΣCO2＝10−3，ΣS＝10−3（Brookins 57））．

Fig. 3  Eh-pH diagrams （25 ℃, 1 atm）. a） Pb-O-H system, ΣPb＝10−10 （Takeno, 2005）, b） Pb-CO3-H2O system,  
ΣPb＝10−6, ΣCO3＝10−2（Scheetz and Rimstidt, 2009）, c） Pb-S-C-O-H system, ΣPb＝10−8 ΣCO2＝ 10−3,  
ΣS＝10−3 （Brookins, 1988）.
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を示した。鉛は火山岩類で低く，花崗岩類や頁岩，深
海底粘土で比較的濃度が高い。この傾向は岩石や堆積
物中のカリウムを含む鉱物（カリ長石，雲母粘土鉱物
など）の量に依存している（5. 2 節参照）。日本の花こ
う岩中の鉛全含有量については，寺島・石原 70） , 71）に
よって報告されているが，地質構造帯の間でも差がな
く，また世界の花こう岩についての値（表 -8）と比較
しても変わりはない。

4.	3	 石炭中の鉛全含有量
　木村 72）は日本の 12 炭田の石炭及び炭層上下盤の堆
積岩について微量成分濃度をレビューした。そのデー
タから鉛全含有量の日本平均を求めると，石炭で 5. 8 
mg/kg（n＝271），炭層の上下盤（砂岩，頁岩）で 12 
mg/kg（n＝300）になる。石炭中の鉛全含有量は夾炭
層中の堆積岩類の半分以下と低い。
　世界の主要な石炭中の鉛全含有量が Diaz- Somoano 
et al. 73）に示されている。地域別の平均値（mg/kg）
を見ると，高い方から南米炭（61），ヨーロッパ炭

（33），中 国 炭（22），南 ア フ リ カ 炭（11），北 米 炭
（9），オーストラリア・ニュージーランド炭（5）と
なっている。彼ら 73）は，さらに石炭中の鉛同位体比

えると地下水を汚染する可能性が，また 0. 3 mg/L
（第二溶出量基準）を超えると地下水汚染を経由した
健康被害を生じる可能性が高いとして，その防止措置

（土壌汚染の除去）を定めている（土対法施行規則第
24 条及び別表第 4）。

3.	5	 Eh-pH図における鉛化学種の安定関係
　図 -3 に鉛化学種の酸化還元電位（Eh）と水素イオ
ン指数（pH）との関係を示した。
　図 -3a は Pb-O-H 系 55）で，炭酸濃度が希薄な水環
境での鉛の化学種を示している。この図から，鉛は強
酸性では Pb2＋，中性付近では Pb（OH）＋，強アルカリ
性では Pb（OH）3

−となって溶解するが，弱アルカリ性
では Pb（OH）2 となって水には難溶の化合物（表 -2
参照）として沈殿する。このように，溶解性の鉛濃度
は弱アルカリ性になると低下することから，現在もま
だ鉛製水道給水管の布設替えが完了していない地域

（2. 4 節）では，鉛溶出を低減する手段の一つとして水
道水の pH 値調整が有効とされていて，実際に水道事
業体によってはそれが実施されているところさえあ
る 27）。
　図 -3b は Pb-CO3-H2O 系 56）で，炭酸を含む環境下
での鉛化学種の安定関係を示している。強酸性または
強アルカリ性では鉛は溶解するが，中性ないし弱アル
カリ性では炭酸鉛や塩基性炭酸鉛のような鉛化合物と
して沈殿する。常温下では，これらの化合物は微細な
非晶質化合物（コロイド）として生成する。このこと
は，河川や湖沼，海域そして地下水から環境基準

（0. 01 mg/L）を超えて鉛が検出されることがほとん
どない（3. 2，3. 3 節）ことを裏付けている。時間が充
分経過すると，これらの化合物は白鉛鉱や水白鉛鉱へ
と結晶化する。たとえば，白鉛鉱は鉛鉱床の表層酸化
帯に一般的に認められ，水白鉛鉱は射撃場の鉛散弾を
含む有機質土壌中に生成している（6. 4. 5 節参照）。
　図 -3c は硫黄並びに炭酸を含む Pb-S-C-O-H 系 57）

である。方鉛鉱は還元的な環境でのみ安定に存在し，
酸化環境では，酸性条件で硫酸鉛鉱が，中性ないしア
ルカリ条件で炭酸鉛が，強アルカリ条件になると酸化
鉛が安定に存在することを示している。

4.	 地圏における鉛

4.	1	 地殻における鉛の存在度
　表 -7 58）〜 69）は，地殻における鉛の存在度について
の従来の報告値を示したものである。各研究者によっ
て値はさまざまであり，その範囲は 8 〜 20 mg/kg で
ある。ここでは，日本の地殻平均値として最近報告さ
れた Togashi et al. 69）による 16. 9 mg/kg を採用する
ことにする。

4.	2	 岩石及び堆積物中の鉛の存在度
　表 -8 に代表的な岩石及び堆積物中の鉛全含有量 63）

表 -7  地殻における鉛の存在度
Table 7  Crustal abundance of lead proposed by vari-

ous investigators.

表 -8  代表的な岩石及び堆積物中の全鉛
含有量 63）

Table 8  Lead contents in sediment and 
rocks after Faure （1991）.
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節）に極めて近い。
　寺島ほか 78）は関東平野南部の表層土壌のうちで人
為的影響がないと考えられる地点で 99 試料を採取し，
重金属等の濃度を測定している。それによると，鉛の
全含有量は 8 〜 338 mg/kg，平均 32 mg/kg であっ
た。これを土壌の種類別の平均値でみると，黒ボク土
が 28 mg/kg，褐色森林土が 21 mg/kg，沖積土壌が 38 
mg/kg となっていて，土質による顕著な違いはない。
また，深さ 1 m までの柱状試料についての鉛直方向の
重金属等の濃度変化をみると，鉛はアンチモン，亜鉛，
カドミウム，スズ，水銀や全炭素量と同じ傾向を示し，
表層部（深さ 1 〜 10 cm）がそれ以深に比べて 2 〜 3
倍高いが，これは生物による濃縮作用であると説明し
ている。
　Takeda et al. 79）は，国内の 78 ヶ所で土壌試料 518
個を採取し，57 元素の濃度（全含有量）を求めた。そ
れによると，鉛濃度（中央値，平均値±1σ）は黒ボク
土（16 mg/kg，23±74 mg/kg），褐 色 森 林 土（27 
mg/kg，28±11 mg/kg），グライ土（22 mg/kg，23
±7. 3 mg/kg），赤黄色土（24 mg/kg，25±11 mg/
kg），全試料（20 mg/kg，24±50 mg/kg）を示した。
この報告では，鉛が黒ボク土（火山灰から生成した腐
植質土壌）でやや低い傾向があるが，他の土壌ではほ
とんど差がない。

5.	2	 土壌中の鉛の存在状態と移動性
　織田 80）によれば，わが国の畑土壌作土中の鉛の 62
％が鉱物結晶格子態，29％が酸化鉱物結合態，6％が
有機態，吸着態 2％，イオン交換態 1％として存在す
る。ここで，鉱物結晶格子態とは長石等の結晶構造の
一部を置換した鉛を，酸化物結合態とは水酸化物

（ゲータイト，フェリハイドライトや非晶質二酸化マ
ンガン）の表面に結合した鉛を，また有機物態とは腐
植有機物と結合した鉛を意味している。
　したがって，こうした形態と全く異なる形態で鉛が
存在する場合，例えば金属鉛，硫化鉛，酸化鉛，硫酸鉛
等の場合は，その鉛の起源は人為的汚染と特定でき
る 81）。
　丸茂 81）は，上総層群の泥質土層や砂質土層につい
て蛍光 X 線による化学分析を行い，鉛全含有量はカリ
ウム含有量と正の相関を示すことを明らかにした。こ
れは，鉛のイオン半径がカリウムのイオン半径と近似
することから，長石などのカリウム成分の一部を鉛が
置換しているためである。日本産のペグマタイト中の
正長石は 135 mg/kg, 微斜長石は 15 〜 53 mg/kg の鉛
を含む 82）。オーストラリア・ブロークンヒル産のアマ
ゾナイト（カリ長石の一種）は 1. 35 〜 2. 0 wt％の高
い鉛含有量を示す 83）。この種の鉛は明らかに鉱物結
晶格子態として存在しているので，カリウム含有鉱物
が分解しない限り鉛は溶出することはない。
　元素の形態別分析を行う意味の一つに，形態による
移動性の評価がある。たとえば，イオン交換態は最も

から空中塵に含まれている鉛の起源をも論じている。

4.	4	 河川堆積物の鉛全含有量（地球化学図）
　日本の地球化学図 74）によれば，河川堆積物中の鉛
全含有量は平均値 23. 1 mg/kg，中央値 20. 7 mg/kg

（n＝3, 024），最大値 7, 594 mg/kg，最小値 4. 07 mg/
kg となっている（表 -9）。これらに比べると，Hirao 
et al. 75）による多摩川下流（東京都と神奈川県の境）
の河川堆積物中の鉛全含有量 42. 0 mg/kg（n＝4）は
高い値なので，人為汚染の鉛が含まれていると考えら
れた。同様に，鶴見川下流域（神奈川県内，20 ヶ所）
の河川堆積物中の鉛全含有量も冬期で 55. 0±35. 1 
mg/kg，夏期で 43. 8±35. 1 mg/kg と高いことから，
人為的に汚染されているとの指摘が最近なされてい
る 43）。

4	 5	 海底堆積物の鉛全含有量（海と陸の地球化学図）
　日本の全沿岸海域底質中の元素分布図が「海と陸の
地球化学図」76）として公表された。同著の図 32（p. 10
及び p. 54）によると，鉛全含有量は中央値 18. 6 mg/
kg（n＝4, 905），最大値 126 mg/kg，最小値 0. 33 mg/
kg となっている（表 -9）。興味深いのは，北陸から北
海道にかけての日本海で極めて高い値を示すところが
ある点で，その分布はマンガンやビスマスの分布と類
似している。これは陸側の鉱床の影響とともに，この
地域の細粒堆積物の分布と地質要因によるものと考え
られている 76）。また，関東地方や中国地方の鉛の海域
地球化学図（同著の図 33 及び 34）から，東京湾や大
阪湾，瀬戸内海が比較的高い値を示すが，これらは大
都市起源の人為的な影響と見なされている 76）。海底
堆積物における人為的な鉛汚染を実証的に示した事例
については 6. 2. 1 及び 6. 3. 3 節で述べる。

5.	 	土壌中の鉛

5.	1	 土壌の鉛全含有量とバックグランドレベル
　浅見ほか 77）によれば，わが国の土壌中の鉛の濃度

（全含有量）は 9. 25 〜 41. 8 mg/kg（平均 17. 2 mg/
kg）である。この報告からも明らかなように，土壌中
には鉛が必ず含まれていることが分かる。なお，この
平均値は日本における地殻平均値（16. 9 mg/kg，4. 1

表 -9  日本の土壌及び堆積物中の鉛全含有量
Table 9  Lead contents in the Japanese soils and sedi-

ments.
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いくら高めても，粘土鉱物に吸着された重金属イオン
を置換することはできない 87）。特異吸着の特徴は，モ
ンモリロナイト等のような永久荷電の作用が強い土壌
ではおこらないが，pH 依存荷電の性質を持つ粘土鉱
物（アロフェン等）や水酸化物（ゲータイト，ギプサ
イト）で起きやすいということである 87） , 88）。

6.	 	鉛による環境汚染

6.	1	 土壌における残留農薬鉛
　成田ほか 89）はリンゴ園の土壌とリンゴ果実中の鉛
濃度を調べた。その結果，リンゴ園の黒ボク土壌にお
ける全鉛含有量及び 0. 1 規定塩酸可溶量は，平均でそ
れぞれ 481 mg/kg，29 mg/kg，また沖積土壌は同様
に 365 mg/kg，71 mg/kg であった。このことから農
薬（ヒ酸鉛など）由来の鉛が表層土壌中に蓄積してい
ると判断されたが，りんご果実中の鉛濃度（0. 6 mg/
kg）との関係は認められなかった。その理由は，リン
ゴ樹の根の分布が重金属類の蓄積が多い表層土に限る
ことなく，かなり深い土層にまで達しているためと考
えられた。
　なお，ヒ酸鉛は戦前から果樹園等で殺虫剤として使
用されていたが，作物への残留性が問題になったこと
から他の殺虫剤への転換が進み，1978 年には登録が
失効し製造中止となった 90）。

6.	2	 海底堆積物に保持された鉛汚染
6.	2.	1	 舞鶴湾海底堆積物の事例─バイオアッセイ法
　近年，京都府舞鶴湾の海底堆積物中に異常に高い濃
度で鉛が含まれていることが明らかになった。2007
年の調査によると，舞鶴湾の湾奥において表層泥が
8, 716 mg/kg，またそこで採取されたムラサキイガイ
が 131±56 mg/kg の異常に高い鉛濃度を示した 91）。
汚染源は同地点直近の陸上にある鉛精錬工場であり，
そこでは廃バッテリーから鉛がリサイクルされてい
る。この工場は 1983 年にこの場所で操業を開始して
以来，水質汚濁防止法に基づく排水基準の数千倍濃度
の排水を海域に排出していたことから，陸域・海域の
両方に鉛汚染を及ぼしていたことが京都府の調査で分
かっている 91）。
　江口ほか 91）によると，当該工場の敷地横の土壌（乾
土）から 10, 599 mg/kg の鉛含有量を検出したが，こ
の鉛土壌汚染は工場からの粉塵に由来するという。
2007 年には陸上部では土壌入れ替え等の対策がなさ
れた。また，海底にある底泥の鉛濃度については環境
基準は存在しないが，土壌の溶出量基準を参考に，
0. 3 mg/L 以上の地域を浚渫，0. 1 mg/L 以上の地域
を覆砂するという対策が行われた。
　注目されるのは，沿岸海域の重金属汚染のモニタリ
ングの手段として，海底泥や土壌試料以外にムラサキ
イガイ，アサリ，樹木等の生物試料を用いる，いわゆ
るバイオアッセイ法を採用した点である。

可動性に富み，植物によって吸収されやすい形態であ
る。Kabala and Singh 84）はポーランドのある銅精錬工
場付近の土壌について銅鉛亜鉛のそれぞれについて形
態別分析を行い，土壌中の全含有量に対するイオン交
換態及び酸可溶態の含有量を移動性係数（Mobility 
Factor：MF）と定義して，各元素について MF 値を求
めた。それによると，鉛の MF は全鉛含有量と強い正
の相関関係を示した。また土壌中の粘土量とは負の相
関を示したが，これは粘性土にくらべ砂質土の鉛の方
が移動しやすいことを表わしている。
　鉛の溶出量及び移動性は土壌の種類（土質）によっ
て異なる。このことを指摘した興味深い研究がある。
　上田ほか 85）は，人為汚染が考えられない土壌から
鉛が溶出する事例に注目して検討を行った。その土壌
は腐葉土であり，フミン質（フルボ酸，フミン酸）を
多量に含んでいた。そこで，フミン質溶液に鉛を添加
する実験を行い，フミン質の高分子成分と鉛イオンが
錯体を形成することを明らかにした。このことから，
この種の土壌の溶出量試験を行うと錯体を形成した鉛
が溶出しやすいと考えた。
　石山ほか 86）は，鉛による人為汚染土壌（射撃場及び
廃棄物処理事業所）について，土対法による鉛の含有
量及び溶出量試験，強熱減量から有機物量の把握，土
壌のリン酸吸収試験による火山性・非火山性土壌の識
別を行った。その結果，両者における鉛の土壌含有量
はどちらもほぼ同じ範囲（10 〜 1, 000 mg/kg）を示
したにも関わらず，鉛溶出量が 0. 01 mg/L を超える
のは非火山灰土壌（射撃場）がほとんどで，黒ボク土
壌（廃棄物処理事業所）では 1 例もなく，好対照を示
した。その理由は，非火山灰土壌では，溶出液中に土
壌コロイドが分散し存在することから鉛の溶出量値が
高くなるためと考えられた。一方，黒ボク土壌では，
アルミニウムや鉄が多量に含まれており，これらの多
価陽イオンの存在がコロイド総電荷量を減少させるた
め，弱酸性から中性付近の溶出液中で土壌コロイドが
存在しにくく，結果として鉛溶出量が低くなったと推
測された。ここで注目すべき点は，鉛を含む土壌コロ
イドは非常に微細であり，3000 rpm の遠心分離では
沈降せず，0. 45 μm のメンブレンフィルターでも捕
捉されなかったために，検液から 0. 01 mg/L を超え
る鉛が検出されたという指摘である。さらに石山ほ
か 86）は，鉛コロイドは土壌中では移動しにくいため
に地下水汚染を引き起こす可能性は低いと述べている
が，このことは河川水中の鉛濃度（表 -4）が懸濁態で
高く，溶存態で非常に低いという事実と整合的であ
り，全国の地下水概況調査における鉛汚染の超過率

（表 -6）の低さを裏付けている。
　鉛イオン（Pb2＋）をはじめとする 2 価の重金属イオ
ン（Cu2＋，Zn2＋，Co2＋，Cd2＋等）は粘土鉱物へ強く吸
着され，Ca2＋を基準にしたイオン選択係数では 1, 000
〜 100, 000 倍にも達する。このような重金属の強い吸
着は特異吸着と呼ばれており，土壌中の Ca2＋濃度を
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にこの手法をエアロゾル中の鉛の起源に関する研究
（1982 年）に応用したが，これがわが国で鉛同位体比
を環境問題への導入の最初といわれている。
　ここでいう環境問題とは，大気や降水，土壌等に含
まれている微量の鉛の由来を説き明かすことである。
その原理は，上述したように，鉛製品のもとになった
鉛鉱石の産地（鉛鉱床が生成された地質時代及び場
所）によって鉛同位体組成が異なることに注目したも
ので，対象物中の鉛同位体組成を知れば，それが地元
の自然由来のものか，それとも海外の古い地質時代の
鉛鉱石からつくられた鉛製品による人為的な汚染によ
るものかが分かる。もちろん，自然由来鉛と人為汚染
鉛の混合したものも存在するが，たとえば海底堆積物
のように深度ごとに測定するとか，樹木の芯材と外
皮・枝葉に分けて測定すれば，いつ頃から人為汚染が
はじまったか，その鉛はどのような過程を経てもたら
されたものか等が推察できるのである。
　鉛同位体比を用いて鉛汚染問題を取り扱った研究事
例を古い事例（1970 年代）から挙げると，ニューヨー
ク市のニュージャージ有料道路を横断するルートにお
ける土壌や植物 99），米国メリーランド州の高速道路脇
の野菜に含まれる鉛 100），鉛精錬が最も盛んであった
米国ミズリー州南東部及びカリフォルニア州ベニシア
の土壌 101），南カリフォルニアの海底堆積物 102），オー
ストラリア国アデレード市内の土壌 103），空中塵の
鉛 39），東京湾海底堆積物 75），五大湖を挟んでアメリカ
側とカナダ側での大気粉塵 104），アジア諸国のエアロ
ゾル 105），イスラエルのエアロゾル及び土壌 106），石炭
火力発電所周辺土壌 94），日本各地の降雪 36），中国広東
省珠江デルタ堆積物 107），ワシ類・ガンカモ類の鉛中毒
と汚染源 108），日本各地の非汚染土壌と汚染土壌 109），
千葉県姉崎地区の市原表層土壌及び堆積物 110），ブラ
ジルのリベイラデイグアペ川の河川堆積物 111），北海
道 大 学 手 塩 演 習 林 内 の 湿 原 土 壌 112），ロ シ ア の
Orlovka-Spokoinoe 鉱山地域土壌における鉱石採掘と
製錬による汚染評価 113），宮城県における降水 38），茨
城県桂試験地内の土壌及び杉 114），京都府における降
水 37），ブラジル国ナタル市内の土壌 115）, ブラジル国
リオデジャネイロ市内の干潟堆積物 116），世界の主要
石炭と空中塵 73），スペインの南東部の鉱山ズリとバッ
クグラウンド 117），大阪城外濠等の堆積物 93）等があ
る。

6.	3.	3	 	鉛同位体比から見た堆積物中の鉛汚染歴史ト
レンド

　Hirao et al. 75）は東京湾の海底堆積物について系統
的にコアサンプルを採取し，深度ごとの鉛全含有量，
Pb-210 による堆積年代，並びに鉛同位体組成を明ら
かにした。その結果，堆積物中の鉛全含有量は 1870
年以前では 13 〜 18 mg/kg を示したが，1880 年代以
降次第に増加，1967 年に最大値（134 mg/kg）に達
し，それ以後 1980 年までは 85 〜 69 mg/kg にやや下

6.	2.	2	 	大阪城外濠の堆積物における全鉛含有量の鉛
直変化

　Katahira et al. 92）及び加田平 93）は大阪城外堀の堆
積物コアについて，210Pb 及び 137Cs 法により堆積層の
年代を求め，同時にマイクロ波を用いた酸分解法（US 
EPA 3051A）により堆積層中の鉛をはじめ重金属類の
全含有量を求めた。その結果，重金属類は自然由来を
示すグループ（1795 〜 1915 年の層）と人為汚染を示
すグループ（1922 〜 1976 年の層）に分けられた。鉛
の全含有量は 1915 年では 150 mg/kg，1922 年では
210 mg/kg である。後者のグループでは，大阪城に隣
接していた砲兵工廠が第二次大戦時（1945 年）に空襲
を受けたことにより放出した重金属の濃度増加が記録
されていた。さらに 1950 年代から 1970 年代にかけて
急激な鉛濃度の増加を示したが，これは有鉛ガソリン
による大気汚染を記録しているものと考えられた。

6.	3	 鉛同位体組成から見た鉛の起源
6.	3.	1	 天然トレーサーとしての鉛同位体
　水素や酸素のような軽元素の安定同位体は，それら
を含む物質（水）が相変化をする時や生体へ取り込ま
れる時に同位体分別が顕著に起こる。たとえば水素同
位体の場合，重水素（2H または D）は 1H の 2 倍の質
量があり，そのために反応や移動速度が相対的に小さ
くなるからである。
　ところが鉛の場合は，同位体（204Pb，206Pb，207Pb，
208Pb）相互の質量差が小さいために質量同位体効果が
生じにくく，同位体分別は無視できる。たとえば，石
炭中の鉛同位体比は，それを燃焼し焼却炉の底に落下
した灰分中の鉛同位体比と差がない 94）。したがって，
鉛鉱石が持つ産地特有の同位体組成は，それを製錬し
てつくられた金属鉛や合成鉛化合物中でもあたかも

「鉛の指紋 95）」のように保存されている。言い換える
と，環境物質中の鉛同位体組成は起源の異なる鉛の混
合によって変化しているはずであり，それを分析する
ことによって，自然由来の鉛（日本産鉛鉱石に含まれ
ていた鉛）かそれとも人為汚染鉛（輸入された外国産
の鉛鉱石から得られた鉛）か，場合によっては両者の
混合率までも推定することができる。

6.	3.	2	 鉛同位体比による鉛の起源の解明
　鉛同位体比を測定して環境における鉛の起源を解明
する試みは，米国ロサンゼルスのガソリン及びエアロ
ゾル中の鉛について Chow and Johnstone 96）が 1965
年に行った研究が最初といわれる。その後，この方法
は鉛の起源を明らかにするうえで有効な手段として世
界中で用いられるようになった。
　わが国では，山崎・室住 97）による「鉛の同位体比に
よる産地分析の試み（1976 年）」という先駆的な論文
が契機となって，その後は，青銅器や鉛矛，古銭など
の出土品の鉛の起源を解明する研究が考古学分野で盛
んに行われるようになった 98）。一方，室住ほか 39）は
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で，同位体比（207Pb/206Pb）と鉛濃度の逆数との関係
をプロットするとよい。

6.	4	 鉛弾による環境汚染問題
6.	4.	1	 鉛散弾による動物の鉛中毒
　1979 年，北海道美唄市宮島沼において多量のハク
チョウ類が鉛中毒によって死亡する事件があった。調
査の結果，狩猟に使われた鉛散弾が原因であることが
判明した。その後，本州各地でも水鳥が鉛散弾を誤飲
したことによる中毒死が確認されている。さらに
1996 年には，北海道東部において，鉛ライフル弾によ
る銃撃後にそのまま放置されたエゾシカを食べたオオ
ワシ等野生鳥類の鉛中毒死が明らかになった 126）。

6.	4.	2	 射撃場の鉛汚染─福岡県の事例
　2000 年に福岡県総合射撃場（筑紫野市）内のため
池や調整池，排水溝内の水から鉛が基準値を超えて検
出（最高 0. 025 mg/L）された 127）。ここは国体競技用
のクレー射撃及びライフル射撃場として 1990 年に設
置され，その後一般に開放されてきたため，汚染源は
場内に無数に散在・蓄積している鉛弾であることは容
易に理解された。その後の射撃場環境問題対策プロ
ジェクトチームによる調査では，周囲の河川水や民家
の井戸水は検出限界以下であり，また射撃場内から出
る水を使った田から収穫されたコメについても通常の
流通米と比較したところ，問題はなかった 128）。
　引き続いて実施された土壌調査の結果，射撃場内に
蓄積された鉛弾は 180 トンにも上ることが分かり，2
次災害を防ぐために汚染土壌約 8000 m3 を撤去するこ
とになった。鉛弾・鉛汚染土壌を分別回収し 100％再
利用する方法は国内では例がなく，公募型プロポーザ
ル方式によって施工業者が選定された。採用された対
策工法は，鉛弾のエアーによる掃き寄せ，バキューム
吸引，表土のフルイ機による分級等の現地作業を経
て，鉛弾を回収し再利用する内容であった。同時に，
高鉛含有土壌は精錬工場へ送られ，残土はセメント原
料に用いられた。また，プラスチック製のコロス（鉛
弾の包み）とクレー（皿の形をした標的）も分別回収
後，セメント工場で代替燃料として活用された 129）。
　一方，この射撃場の南南西約 4 km には陸上自衛隊
桜谷射撃場があることから，その下流域にあるため池
においても同様な水質調査が実施された。その結果，
ため池の水から 0. 011 mg/L，その直下の河川水から
も同程度の鉛が検出された。ここでの銃弾は散弾と異
なり，鉛弾が真鍮で覆われたフルジャケットであり，
鉛以外の重金属による底質汚染の可能性が考えられ
た。調査の結果，射撃場の上流側の土壌中の鉛含有量
は 3 〜 6 mg/kg であったが，射撃場内の土壌からは
330 〜 1, 930 mg/kg，ため池の底質からは 120 〜 900 
mg/kg の高濃度の鉛が検出された。鉛の起源と汚染
範囲を明らかにする目的で，射撃場上流の底質（a），
下流の底質（b），ため池底泥（c），最下流の底質（d）

がる傾向を示した。
　一方，鉛同位体比（ 207Pb/206Pb，208Pb/206Pb）は①
1870 年以前の堆積物は両比ともに低く，日本産方鉛鉱
の範囲を示したが，② 1880 〜 1922 年の堆積物は両比
ともに直線的に増加，③ 1922 〜 1942 年では高い値の
ままでほとんど変化せず，④ 1942 年以降になると両
比が逆方向に直線的に減少する傾向を示した。次に，
輸入先の地域別（鉱床別）の鉛同位体比の違いに注目
して検討した結果，②，③，④の変化はそれぞれの期
間における金属鉛の輸入先の鉛同位体組成を反映して
いて，特に高い鉛同位体比を示すカナダのケベック州
産の鉛鉱石が大量に輸入・製錬されたためと考えられ
た 75）。
　大阪城外堀の堆積物における全鉛含有量の年代別変
化については上述したが，Katahira et al. 92）はさらに
同堆積物コアについて鉛同位体比を求めた。それによ
ると，鉛同位体比（ 207Pb/206Pb 及び 208Pb/206Pb）は
1922 年以降急激な増加を示し，重金属濃度分布から求
められた年代による自然由来と人為汚染の 2 つのグ
ループの違いと良い一致を示した。この劇的な変化
は，1890 年代から始まった日本における産業革命に
よる環境汚染をよく反映している。

6.	3.	4	 鉛同位体─人為汚染と自然由来の識別
　丸茂ほか 109）は 2 組の鉛同位体比（ 207Pb/206Pb，
208Pb/206Pb）を用いて非汚染土壌と鉛汚染土壌とを区
別，さらに自然由来鉛汚染土壌と人為的鉛汚染土壌の
区別も可能であることを明らかにした。それによれ
ば，千葉県姉ケ崎地域の土壌・堆積物をはじめ日本各
地の自然由来の鉛汚染土壌の 2 組の鉛同位体比は，工
場跡地や人為汚染土壌に比べて低い値を示した。
　図 -4a に鉛成長曲線を示したが，これは Cumming 
and Richards 118）が提示した地球における鉛同位体比
の成長モデルをもとに，2 組の鉛同位体比（ 207Pb/ 
206Pb，208Pb/206Pb）を軸に描いたものである。曲線の
右上ほど鉛の生成時代が古く（less radiogenic），左下
ほど若く（more radiogenic）なっている。図 -4b は，
既存の文献から得られた日本の鉛鉱石や火山岩，花崗
岩 等 の 鉛 同 位 体 比 が 占 め る 範 囲 を 示 し
た 39） , 82） , 119）〜 125）。また，図 -4c には空中塵，降水，降
雪中の鉛の同位体比 37） , 39） , 75） , 94） , 105）を，図 -4d には
非汚染と汚染に区別された土壌・海底堆積物の鉛同位
体比を示した 75） , 94） , 110）。
　図 -4d から明らかなように，日本における人為汚染
土壌は成長曲線にそって相対的に右上にプロットされ
ているので，日本列島の地質や鉱床に由来する鉛では
なく，外国産の古い地質時代（主に先カンブリア紀）
の鉛に由来していることが分かる。このように，問題
にする土壌や堆積物について鉛同位体比を測定すれ
ば，自然由来と人為汚染の区別が可能である。ただ
し，鉛同位体比を求めても区別が明瞭でない場合は，
鉛の全含有量等を加味すれば識別の有効性は増すの



図 -4a  鉛成長曲線（Cumming and Richards 118））．左下の枠で
囲んだ部分が図 -4b，図 -4c，図 -4d に相当する．

Fig. 4a  Lead growth curve, depicted by the model data of Cum-
ming and Richards （1975）, Small box at the left corner 
corresponds to Figs. 4b, 4c, and 4d.

図 -4b  日本の岩石及び鉱床の鉛同位体比．
  1：国内 14 鉱山産方鉛鉱（Sakai and Sato 119）），2：火山

岩類（倉沢 120）；Tatsumoto and Knight 121）），3：花崗岩
類及びペグマタイト（Shimizu 122）；斎藤・宮崎 82）；
Miyazaki et al. 123）；室住ほか 39），4：中新世鉱脈及び黒
鉱鉱床産方鉛鉱（Sato 124）），5：国内 16 鉱山産方鉛鉱

（山崎ほか 125））．
Fig. 4b  Lead isotope ratios of rocks and galena ores of Japan. 1 : 

Galena ores from 14 mines （Sakai and Sato, 1958）, 2 : Vol-
canic rocks （Kurasawa, 1969 ; Tatsumoto and Knight, 
1969）, 3 : Granites and pegmatites （Shimizu, 1970 ; Saito 
and Miyazaki, 1972 ; Miyazaki et al., 1973 ; Murozumi et 
al., 1982）, 4 : Galena ores from Miocene veins and 
Kuroko ore deposits （Sato, 1975）, 5 : Galena ores from 16 
mines. （Yamasaki et al., 1978）.

図 -4c  日本における空中塵，降水及び降雪の鉛同位体比．
  a：北海道 8 都市の空中塵（室住ほか 39）），b：東京都内

の空中塵（Hirao et al. 75）），c：全国 7 都市の空中塵
（Mukai et all. 105）），d：全国各地の降雪（向井ほか 36）），
e：九州の火力発電所付近の空中塵（田籠ほか 94）），f：
京都府内の降水（日置ほか 37））．

Fig. 4c  Lead isotope ratios of aerosol, rainfall and snowfall in Ja-
pan. a : Aerosol from eight cities in Hokkaido （Murozumi 
et al., 1982）, b : Aerosol in Tokyo （Hirao et al., 1986）, c : 
Aerosol from seven cities in Japan （Mukai et al., 1993）, d 
: Snowfall from 24 sites in Japan （Mukai et al., 1999）, e : 
Aerosol （SPM） near a coal combustion power plant, Ky-
ushu （Tagomori et al., 1999）, f : Rainfall in Kyoto Prefec-
ture （Hioki et al., 2008）.

図 -4d  日本における土壌及び海底堆積物の鉛同位体比．
  非汚染土壌（I：田籠ほか 94）；II：丸茂ほか 109）；III：市

原表層土（丸茂ほか 110）），汚染土壌（α：東京湾海底表
層堆積物（Hirao et al. 75）），β：海成堆積物（丸茂ほ
か 109）），γ：汚染土壌（丸茂ほか 109））．

Fig. 4d  Lead isotope ratios of soils and submarine sediments of 
Japan. Non-contaminated soil （I : Tagomori et al., 1999 ; 
II：Marumo et al.., 2003a, III : Marumo et al., 2003b）, and 
Contaminated soils and sediments （α : Hirao et al., 1986, 
β：Marumo et al., 2003a, γ : Marumo et al., 2003a）.
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た。このことは，ネットで国内重金属関連ニュースに
射撃場の鉛汚染問題が 2000 年以降，毎年数件リスト
アップされていることからも分かる。
　この鉛弾による汚染問題に関して，環境省は総合的
な調査・検討を行い，2007 年 3 月には「射撃場に係る

について鉛同位体比を測定したところ，（b）及び（c）
は全く同じ組成範囲を示し，地盤の土壌起源である

（a），（d）とは明らかに異なった。以上から，外国産
の鉛による人為汚染の範囲が確定した 130）。

6.	4.	3	 射撃場の鉛汚染調査・対策ガイドライン
　上記の例が契機になり，他県の射撃場周辺でも同様
に鉛汚染が見つかり，次第に大きな社会問題となっ



図 -5  市販鉛弾の溶解速度と金属組成（Sb
＋As）との関係（環境省水・大気環
境局 131））

Fig. 5  Relationship between the dissolution 
rate and the contents of Sb and As in 
lead shots on the market （Ministry of 
Environment, 2007）.

15自然由来重金属等による地下水・土壌汚染問題の本質：鉛

が溶出した。この試験で得られた溶出速度を銃弾中の
Sb＋As 量に対してプロットすると直線関係が得られ
る（図 -5）。この図から，鉛に添加された成分（Sb＋
As）と鉛溶出量との間には負の相関があることが分か
る。言い換えると，純粋な鉛組成に近いほど溶出量が
大きい傾向がある。なお，図には鉛金属（99. 999％）
の溶出量もプロットされている。

6.	4.	5	 射撃場の鉛汚染─海外の事例
　海外の射撃場（shooting range）においても鉛製の
散弾（shot）や銃弾（bullet）が使われてきたので，最
近，鉛による土壌汚染は深刻な環境問題として顕在化
してきた。
　米国では，軍以外の民間施設（9, 000 ヶ所以上）に
おいて，鉛弾が年間約 7 万トン使われている 56）。フィ
ンランド国内には 2, 000 ヶ所以上の射撃場の存在が知
られていて，その約 3 分の 1 が地下水汚染問題を抱え
ていることから，国土条件を考慮したリスク管理法が
検討・実施されている 132）。この国の射撃場は北方森
林土壌からなる場所に造られている。そのために，土
壌中に散在した鉛弾から溶出した鉛は有機物と強く結
合しやすく，特に植物が持つ生物学的利用能（バイオ
アベイラビリティ）が水溶性鉛の不溶化に効果がある
ことが Turpeinen et al. 133）によって示された。
　鉛弾が射撃場の土壌中に入り込むと，その大分部は
水白鉛鉱（Pb3（CO3）2（OH）2）に変化し，一部は白鉛鉱

（PbCO3），リ サ ー ジ（α-PbO），マ シ コ ッ ト（β- 
PbO），プラットネライト（PbO2），プランボナクライ
ト（Pb5（CO3）3O（OH）2），硫酸鉛鉱（PbSO4）等の 2
次鉛鉱物に変化する 134）〜 136）。Scheetz and Rimstidt 56）

の溶解度計算によると，炭酸濃度がほぼ一定（例えば
10−3 〜 10−4 M）の場合，土壌の pH が弱酸性ならば白
鉛鉱が，弱アルカリ性ならば水白鉛鉱が相対的に安定
になる。この関係は図 -3b に表わされている。
　フロリダ州の射撃場の土壌を使った室内実験の結
果，鉛弾からの 2 次鉛鉱物の生成には，水分，有機物
量，土壌 pH が大きく影響した 137）。土壌含水量が高
いほど，鉛から炭酸鉛鉱物への変質速度が上昇する
が，有機物を含まないと 2 次鉛鉱物はほとんど生じな
い。土壌 pH が高いと変質速度は低く，pH 8. 5 では
酸化鉛鉱物のみが生成するが，pH 4. 8 では酸化鉛と
炭酸鉛の両鉱物が生成した 137）。
　土壌中にリン酸が含まれていると，鉛弾は水酸化緑
鉛鉱（Pb5（PO4）3（OH））に変化するが，この鉱物は水
に対する溶解度が低いので，リン酸塩添加による鉛の
不溶化効果が期待できる 138）。
　射撃場の鉛汚染対策として，最も有効な手段は鉛弾
の全面使用禁止である 132）。オランダでは 2004 年にク
レー射撃における鉛弾の使用が禁止された。スウェー
デンでも同様で，替わりにスチール弾が使われてい
る。

鉛汚染調査・対策ガイドライン」を発表した。それに
よると，わが国には都道府県公安員会に指定されてい
る射撃場が 449 ヶ所，自衛隊，海上保安庁，警察など
が管理している射撃場が 228 ヶ所あり，合計 677 ヶ所
にものぼる 130）。これらの射撃場で使用されている弾
丸のほとんどは鉛弾である 130）。

6.	4.	4	 鉛弾の化学組成と溶出量
　鉛製の弾丸の製造は，1650 年頃英国のルパート王
子により初めて行われたという。鉛にヒ素を入れて溶
かし，水槽のうえに取り付けたフルイ状のものを通し
て水中に注入すると，ヒ素のために表面が収縮し球形
になる 16）。散弾の化学組成（平均値）はメーカーに
よって若干異なるが，鉛 93. 7 〜 99. 3％，アンチモン
1. 5 〜 6. 3％ , ヒ素 0. 21 〜 0. 97％，銅 0. 01 〜 0. 10％
含む 131）。
　筆者は，福岡県総合射撃場の鉛汚染浄化工事を見学
したときに，未使用の鉛散弾を貰い受け，EPMA に
よる化学分析を行った。その結果，鉛弾粒子内の化学
組成がきわめて不均質であり，鉛 72. 6 〜 90. 2％，ア
ンチモン 8. 0 〜 24. 4％，ヒ素 1. 8 〜 6. 6％を示した。
鉛弾の表面は見かけ灰黒色の球体（直径 2 mm）に見
えるが，走査型電子顕微鏡で観察すると数μm の凹凸
が顕著に発達している。鉛弾を研磨して断面を見る
と，径 0. 5 〜 5 μm の孔が蜂の巣のように無数認めら
れた。これらのことから，鉛弾は球体内でも化学組成
が不均質でしかも表面積が非常に大きいことから，発
射後の変形を考慮しても，水に対する溶出はある程度
生じると考えても不思議ではない。
　上記の「射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガイドライ
ン」の巻末資料 A131）には鉛弾（メーカー別の 5 種類
の鉛弾）の水への溶解性実験結果が記されている。蒸
留水 10 mL に鉛散弾 5 g を入れて 66 日間放置したと
ころ，鉛散弾から一日当たり 13. 6 〜 182 mg/kg の鉛
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岩質溶岩）からなる。付近には硫黄鉱床や褐鉄鉱鉱床
が分布し，火山性温泉も多いことから，火山岩類は広
範に熱水変質作用を受け，変質鉱物の構成から，珪化
帯，ミョウバン石帯，カオリン帯，モンモリロナイト
帯等の変質帯に区分された 140）。
　変質岩については，ヒ素，カドミウム，鉛，銅，亜
鉛，鉄，硫黄の全含有量分析及びポット式溶出試験

（環境庁告示第 13 号）が実施された。その結果，ヒ素
をはじめ重金属類の溶出量が当時の環境基準を大幅に
超過したので，トンネル全区間のズリが処理対象とさ
れ，防水シートや吹付けコンクリートで完全遮水され
た状態で盛土内に密封された。この時の変質岩中の鉛
の全含有量は 26. 6±67. 9 mg/kg，溶出量は平均 0. 09 
mg/L であった 140）。硫黄鉱床の下部には硫化鉄鉱脈
を伴うのが一般的であることから，また鉛の全含有量
が最大 564 mg/kg を示すことから，鉛の大部分は方
鉛鉱として存在していたと思われる。

8.	1.	2	 三豊・青葉トンネル
　北海道において，有珠山噴火（2000 年 3 月）により
国道が被災したため，その復旧ルートとして建設され
た三豊トンネル（2 km 長）及び青葉トンネル（1. 7 
km 長）は，褐鉄鉱を採掘した旧虻田鉱山を抱える熱
水変質帯に計画された。そのため，当初から重金属等
の環境基準超過が危惧され，掘削ズリ対策が検討され
た 141）。トンネルの地質は，第四紀更新世の安山岩類
からなり，上記オレフレトンネルとほぼ同様な熱水変
質作用を受けていた。鉛については，ボーリングコア
の一部から溶出量が最大で 0. 034 mg/L，全含有量は
最大 8, 610 mg/kg を示した。この調査・検討の途中で
土対法が施行になったことから，鉛含有量について
は，全量分析（平成 11 年環境庁策定の「土壌・地下水
汚染に係る調査・対策指針」によるもので，当時の全
含有量参考値は 600 mg/kg）から 1 規定塩酸抽出法

（平成 15 年環境省告示第 19 号，含有量基準値 150 
mg/kg）へと，分析手法及び基準値の取り扱いの転換
が余儀なくされた。そこで同一試料について，鉛の全
含有量と含有量の対比を行った結果，後者は前者の 5
分の 1 以下になることが確認された。この一連の調査
を経て，藤井ほか 141）は次のような提言を行っている。

「土対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，理解を得たうえで
工事を進めていくことが重要である。」

8.	1.	3	 八甲田トンネル
　東北新幹線八戸─新青森間にある八甲田トンネル
は，建設前の段階から，その周辺に小規模ながら数多
くの銅・鉛・亜鉛鉱脈鉱床が分布し，鉱化変質帯をも
伴っている地帯を通ることが判明していた。そのため
に，掘削ズリからの重金属等の浸出対策を考慮した調
査方法が綿密に検討された。結果的には，先行して掘

7.	 	自然由来鉛による地下水汚染事例

7.	1	 自然由来鉛による地下水汚染の特徴
　前述（3. 4 節）したように，地下水の鉛汚染事例は
他の重金属等に比べて極めて少ない。これは，自然地
層から溶出しにくいこと，また溶出してもコロイド

（3. 5 及び 5. 2 節）を作るために移動しにくいことによ
る。このことは，土壌試験において溶出量基準を超え
ても，ただちに地下水を汚染する可能性が低いことを
示唆している。

7.	2	 土壌中の鉛全含有量の自然的レベル
　土壌環境センター 139）によると，全国 11 都市の述べ
193 地点で土壌試料を採取・分析し，幾何平均値＋3σ
を求めて，それを土壌中の重金属等の含有量の自然レ
ベル上限値と定めている。鉛の場合の上限値は 140 
mg/kg である。この値を超えると人為的な作用が及
んでいる可能性が高いと考えられていて，「土壌中の
特定有害物質が自然的原因によるものかどうかの判定
方法」として，環境省から都道府県知事・政令市長あ
てに通知（平成 15 年環水土第 20 号別紙 1）がなされ
ている。
　ここでの値の求め方は統計解析によっていて論理的
ではあるが，問題は試料の採取場所が偏っていて，し
かも試料数が極めて少ないことである。たとえば日本
の地球化学図の全国元素分布図を見ただけでも，はた
して日本国内一律に同じ値で良いのかという疑問はだ
れもが抱く。その意味では，産業技術総合研究所が発
行している精密地質汚染評価基本図（5 万分の 1）は
評価できる。しかしながら，現在までに千葉県「姉
崎」と宮城県「仙台」の 2 地域しか発行されていない。
このような基本図は短期間で出来上がるものではな
い。そこで，せめてバックグラウンドレベルの設定の
仕方を，試料採取法をも含めて，都道府県単位あるい
は 20 万分の 1 地形図単位で求めることが出来るよう
な「調査方法に関するマニュアル」の作成が早急に求
められる。

8.	 	トンネル掘削ズリにおける鉛溶出

8.	1	 鉱化変質帯中のトンネル施工事例
8.	1.	1	 オレフレトンネル
　山岳トンネルのルートが鉱化変質帯を貫通するよう
に選定された場合，施工に当たっては，掘削ズリから
の重金属溶出に伴う環境汚染が問題になる。オレフレ
トンネルは，土対法施行以前に掘削され，トンネル掘
削ズリ中の重金属等を環境汚染の観点から検討した最
初のケースである 140）。
　このトンネルは北海道の洞爺湖と登別温泉を結ぶ観
光ルート上の標高 800 m に位置し，全長 935 m，最大
土被りは約 130 m であった。トンネル区間の地質は
新第三紀火山岩類（斜長流紋岩，同凝灰角礫岩，安山
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同じ粉砕試料について溶出量試験を行っても鉛が土壌
溶出量を超えることはほとんどないが，まれに新鮮な
岩石コアから基準（0. 01 mg/L）を超える場合があ
る。この理由としては，黒色泥岩や緑色片岩には微細
な黄鉄鉱が含む場合があり，さらに微量の黄銅鉱，閃
亜鉛鉱などとともに方鉛鉱を伴うことがあるからであ
る。
　ところが，同じ岩石種であっても風化を受けた試料
になると鉛が溶出することがない。これについては，
小川ほか 148）による実験的研究が大いに参考になる。
そこでは，風化レベルの違う 3 種類の粘板岩（未風
化，弱風化，強風化岩）の粉砕試料について，水による
多段階ろ過を行い，各フィルターを通過した 3 種の検
液について化学分析を行っている。その結果，鉛をは
じめ重金属等の元素は，未風化試料では各ろ過過程で
の濃度変化を示さないのに対して，弱風化及び強風化
試料では濃度変化は顕著で，一番小さい粒度のフィル
ターを通過した溶液からは全く重金属類は検出されな
かった。このことから，未風化粘板岩から溶出する鉛
は大部分が溶存イオンであるのに対し，風化粘板岩か
ら溶出する鉛はコロイド粒子として存在すると結論し
ている。このコロイドは鉄やアルミニウムからなる非
晶質物と思われ，この結果は，一般に河川水や湖水か
ら鉛イオンが検出されないこと（3. 5 節参照）の良い
傍証になっている。
　鍋田ほか 149）は風化花こう岩に硝酸鉛溶液を添加
し，土壌中に 2 年間埋設後，鉛の濃集箇所を透過電子
顕微鏡等で詳細に検討した。その結果，鉛は雲母様粘
土鉱物の一部に濃集していて，マンガン成分の分布と
密接な関係があることを指摘した。この場合も，風化
岩中では鉛イオンが微粒子に吸着・固定されることを
示唆している。

9.	 	鉛による人為汚染とその対策

9.	1	 人為的原因による土壌・地下水汚染事例
　すでに述べた（1 章，図 -1）ように，土壌鉛汚染の
原因者はその 70％以上が工場・事業所と特定されてい
て，業種としては多い順に金属等の製造業，小売業，
印刷及びその関連業となっている。そのほかに，明ら
かに人為的な原因による鉛汚染に鉛弾による射撃場内
の土壌汚染（6. 4 節）がある。
一方，鉛による地下水汚染事例は，新聞報道を取りま
とめた「国内重金属関連ニュース（2009 〜 2010 年）」
によると，毎年必ず 2 〜 3 件あるが，そのほとんどが
工場跡地内の地下水や廃棄物処分場内の観測井であ
る。

9.	2	 鉛汚染土壌についての対策工法
　一般的な重金属汚染に対する対策工法は，封じ込め
と浄化の 2 つに大きく分けられる。封じ込め（固化，
不溶化，遮断工，遮水工，溶融固化等）はさらに原位置

削された作業坑でも，また本坑においても鉱脈に遭遇
することは非常に少なく，管理型ズリとして処理され
たのはほとんどが鉱化変質岩であった 142）。
　トンネルの地質のうち，新第三紀（西黒沢階）四沢
層及び和田川層の泥岩については，全岩化学組成と鉱
物組成が太田ほか 143）によって分析・検討が行われた。
それによると，泥岩中の鉛全含有量は 170 mg/kg 以
下（平均数 10 mg/kg 程度）であった。
　服部ほか 144）は，ボーリングコア及びトンネル掘削
時に採取した切羽試料について，簡易溶出試験を長期

（最大 56 日）にわたって行った。その結果，鉛は鉄と
同じ傾向を示し，pH が 5. 0 以下になると溶存量が急
激に増加した。また，重金属等の全含有量と溶出量と
の間には明瞭な関係は認められないと述べている。こ
れらのことから，鉛等の重金属の溶出は，黄鉄鉱の酸
化分解に伴う硫酸の生成による岩石の酸性化によって
生じるが，岩石（掘削ズリ）中の方解石，斜長石など
のカルシウム鉱物による硫酸の消費（中和反応）が
pH 低下を抑制する場合は生じないと結論した。

8.	2	 トンネル掘削ズリからの鉛溶出問題
　従来トンネル掘削ズリの処理問題に関しては，トン
ネルの地質が岩石から構成されている場合，ボーリン
グコアまたは岩塊として試料を採取し，それを任意の
方法で 2 mm 以下に粉砕して粉末試料とし，土対法で
云う土壌に準拠するという指針 145）にしたがって取り
扱われてきた。ただし，どのくらいの量（コア長）の
岩石試料を粉砕するか，2 mm 以下の粒度組成のどの
粒度部分を試験に供するか等についての詳細は事業者
任せであった。
　そのために，たとえばボーリングコアを縦半分に切
断してある分析機関に試験を依頼し，結果が基準超過
となった場合，残りの縦半分のコア試料を別の分析機
関で試験すると，結果は基準未満となるようなことが
生じた。このような岩石試料の処理の仕方によって生
じる様々な問題点を整理し，今後の課題として取りま
とめたのが土木研究所ほか 146）である。
　平成 22 年 4 月に改正土対法が施行され，対象とな
る土壌は「粉砕することなく自然状態において 2 mm
目のふるいを通過させて得たもの」と再定義され
た 147）。この定義は，平成 15 年環境省告示第 19 号付
表 2 に示されている「土壌含有量に係る試料の作成
法」が基になっていて，これを土壌含有量試験だけで
なく土壌溶出量試験にも係るとした点で注目に値す
る。このことは，岩石（コア）を粉砕した試料につい
て得られた測定結果は，改正土対法による対象土壌の
場合と同等に扱うべきではないと明言したに等しい。
　山岳トンネルの場合，鉱化変質帯を貫通するような
特殊なケースを除けば，一般に地質は堅硬な岩石から
なり，地球化学的にも平均的な化学組成を示すことか
ら，岩石コア試料を 2 mm 以下に砕いて試験しても鉛
含有量が土壌含有量基準を超すことはない。さらに，
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地上部の熱処理による鉛の不溶化実験にも成功してい
る。現在，世界のファイトレメディエーションは科学
技術としての成長だけでなく，すでに産業としても成
長している。日本では，わが国の環境に適した研究開
発及び事業化への進展が今後の課題である 165）。

9.	4	 植物性資材による鉛の捕集除去
　水質浄化する方法には，一般にイオン吸着方式や凝
集沈殿方式，膜分離方式等があるが，詳しくは専門書
に譲り，ここでは植物性資材（または生物質材料）を
用いて重金属類の捕集除去するための基礎的な研究例
について述べる。
　この種の研究はすでに 1980 年代から知られており，
例えば，アメリカ杉，落花生 166），玉ねぎの皮 167），緑
茶 168），麦茶，タバコ 169）等を用いて溶液中の重金属類
を捕集し除去する試みがなされている。
　最近，安田ほか 170）はコーヒー殻（抽出済のコー
ヒー豆殻）が重金属類，特に鉛に対して除去率が 90％
を超えることを見出した。さらに室内実験から，鉛除
去率の最適条件を定め，同時にその原因はコーヒー殻
に含まれる不溶性高分子ポリフェノールが鉛と結合す
るためと結論した。コーヒー殻は飲料メーカーなどか
ら大量に廃棄されていることから，その再利用に新た
な道が開かれようとしている。

9.	5	 最終処分場における鉛の挙動
　最終処分場とは不要品のうちでリユース，リサイク
ルが困難なものを処分するための施設である。排出者
の違いにより一般廃棄物最終処分場と産業廃棄物最終
処分場に区分される。最終処分場内では，雨水の浸透
や埋立土壌中の微生物の活動によって廃棄物は分解さ
れ，熱やガス，溶質を出しながら化学反応が進行して
安定化する。その様子を知る目的から水位と水質のモ
ニタリングが義務づけられている。
　ところがモニタリングによって，最終処分場内の観
測井から鉛が基準値を超えて検出されることがある。
その原因は，ごみ処理施設から搬入される焼却残渣に
水溶性の鉛化合物（主に酸化鉛）が含まれているから
だと思われる。それならば，焼却残渣中の鉛をより溶
解度が低い化合物（表 -2 の炭酸鉛，水酸化鉛）に変え
れば，浸出液中の鉛濃度は下がると思われるが，最終
処分場内の廃棄物の種類は多様であり，覆土がされ，
場合によっては薬剤処理も行われているため，場内の
温度や酸化還元電位，pH，そして浸出液の化学組成
等によって鉛化合物の溶解度は変化するので，対策は
簡単ではない。
　焼却残渣には，燃え残りとしての主灰（ボトムアッ
シュ）と排ガス中に飛散したダストを捕集した飛灰

（フライアッシュ）の 2 種類がある。酒井 171）によれ
ば，一般廃棄物の焼却残渣の鉛の平均含有量は主灰で
1, 000 mg/kg なのに対し，飛灰では 3, 000 mg/kg と
高く，しかも飛灰の方がその溶出性が高い。

封じ込めと掘削後封じ込めに，また浄化は原位置浄化
（分解，抽出）と掘削後浄化（置換，分離，分解，溶融）
に細分される 150）。
　鉛汚染土壌の対策も基本的には同じであり，溶出量
基準（0. 01 mg/L），第二溶出量基準（0. 3 mg/L），含
有量基準（150 mg/kg）に基づいた適切な対策工法の
選択が求められる。鉛の場合は，カドミウムの場合と
同様に，安価で入手しやすい工業用硫化ナトリウム

（Na2S）を不溶化剤（硫化処理剤）として用いる。これ
は化学反応によって硫化鉛（PbS）を生成させ，その
形態で封じ込めるためである 151） , 152）。硫化鉛は還元
的な環境下では水に対して不溶（表 -2 参照）である
が，酸化環境下では不安定（図 -3c）になり，分解して
Pb2＋や可溶性の PbSO4 を生じるので，例えば改良土
によるキャッピング等によってシーリングを充分に行
う必要がある。
　一方，同じ封じ込めでも地化学的不溶化工法と呼ば
れる方法に，関東ロームやゼオライト等の鉱物資源を
用いる工法がある。これには，環境負荷が少なく通常
の撹拌機械で施工できるという利点がある 152）。原理
的には関東ローム中に含まれる粘土鉱物（アロフェ
ン，イモゴライト，ハロイサイト等）の吸着特性，すな
わち中性ないし弱酸性環境下で重金属イオンを選択的
に吸着する性質（特異吸着）を利用したものである

（5. 2 節参照）。

9.	3	 植物を用いた鉛汚染土壌の浄化
　ヒトの体内に存在するミネラル分は，食材としてい
る植物が根を通して地中から吸収・蓄積したものであ
る。このような観点から，植物は「緑の坑夫」ともい
われる 153）。生育植物（植生）の吸収力を利用して，有
害重金属等で汚染された土壌や廃水を浄化しようとす
る試みが，植物を利用した環境修復（ファイトレメ
ディエーション）技術である。
　この技術は，短期的な環境修復・浄化には不向きで
あるが大きなエネルギーを必要としないことから，従
来の物理・化学的な手法に比べ低コストという利点を
持つ。すでに重金属高蓄積植物（非蓄積性植物より
100 倍以上の蓄積能力がある植物種）として 45 科，約
400 種が発見されている 154）。最近の話題で興味深い
のは，汚染土壌を用いたフィールド実験的件研究か
ら，蓄積メカニズムの研究，さらに遺伝子組み換え技
術によって超集積性の種を作出する研究など，幅広い
研究分野へと進展しつつある点である。
　鉛汚染土壌のファイトレメディエーションに適した
植物としては，トラスピ・ロトウンディフォリウム

（アブラナ科）155），トウロウソウ 156），カラシナ 157） , 158），
ハカラシナ 157），シロクローバー，トウモロコシ，シ
バ 159），ミゾソバ 158），ヒマワリ 158），ゼラニウム 160），コ
バノツメクサ 161），信州オオソバ 162） , 163），ライムギ，エ
ンバク，ファセリア 162），アブラナ，ヘビノネゴザ，シ
シガシラ 164）などがある。西岡ほか 164）はシシガシラ
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埋立処分されている 172）。しかし，これらの処理はエ
ネルギーコストの負担が大きいため，コストを低減し
た不溶化・無害化処理の開発が求められている。吉田
ほか 176）は最近，紫外線照射による都市ごみ焼却主灰
の鉛不溶化について技術開発をすすめていて，その不
溶化のメカニズムが光触媒反応によることを明らかに
しつつある。今後の発展が期待される。
　従来から使われてきたテレビのブラウン管には大量
の鉛が使われている 177）。そのため使用済みテレビの
ブラウン管は，家電リサイクル法の下で回収され，リ
サイクルされている。しかし，2011 年 7 月のアナロ
グ波からデジタル波への切り替えにともなって，テレ
ビはブラウン管方式から液晶方式やプラズマ方式等へ
の買い替えが急速に進んでいることから，リサイクル
製品の需要はもはや望めない。そこでこれを最終処分
場に廃棄することになるが，廃棄物に関する溶出量基
準（昭和 48 年環境庁告示 13 号）を満たすことは難し
いので，鉛溶出を抑制するための新たな技術開発が求
められている。

10.	 	鉛の基準超過における対応と課題

10.	1	 指定基準の設定根拠
　土壌溶出量基準は，地下水の水質汚濁に係る環境基
準や水道水質基準と同じ値であり，その設定根拠は環
境省ホームページで見ることができる。しかし，鉛に
ついての説明は専門的でわかりにくい。引用すると次
の通り。「JECFA（国連食糧農業機関と世界保健機関
による合同食品添加物専門家会議による安全性評価）
において幼児に対する PTWI（暫定週間耐容摂取量）
として 0. 025 mg/kg/week が設定されており，これに
基づき TDI（耐容一日摂取量）相当量 0. 0035mg/kg/
day が算出される。水の寄与率 50％，幼児体重 5 kg，
飲用水量 0. 75L/day として設定して基準値 0. 01 mg/
L 以下とした」。要するに，最も健康被害を受けやす
い幼児に対する安全な摂取量を算出し，それを基に設
定したと理解される。
　一方，鉛についての土壌含有量基準は，土壌の含有
量リスク評価検討会報告書 178）の別添資料 3（個別重金
属等の要措置レベルの算定）に記されている。それに
よると，汚染土壌からの鉛の摂取量が長期目標として
の水道からの理論最大値と同程度となる算定すると，
150 mg/kg になるという。

10.	2	 指定基準の意味と対応
　土壌溶出量基準は環境基準や水道水質基準と同じレ
ベルであり，毎日 2 リットルを生涯にわたって連続的
に飲み続けても人の健康に害を及ぼさない水準を基に
している。したがって，鉛が一時的に基準値をある程
度超えて検出されても，直ちに健康上の問題に結びつ
くものではない 179）ので，このことを念頭においた冷
静で総合的な判断と適切な対応が求められる。

　長谷川 172）は，ある都市ごみ焼却施設の主灰と飛灰
についての鉛の溶出試験を行った。その結果，飛灰か
らの溶出が焼却灰に比べ 2 桁も高かった。この場合の
飛灰には排ガス中の塩化水素を除去するために，多量
に加えた消石灰やその未反応生成物である酸化カルシ
ウムが含まれていたので，水による溶出試験では溶液
が強アルカリ性（pH 12 〜 13）になり，酸化鉛の溶解
度が大幅に上がったことが原因であった。したがっ
て，廃棄物埋立地からの浸出水が中性付近であれば，
鉛の溶出に関しては問題ないが，外的要因により pH
が極端に低くなったり高くなったりすると溶出する可
能性がある。
　最近，高橋ほか 173）はある焼却場で採取された一般
廃棄物の飛灰中の鉛の化学形態と溶出特性について，
pH 依存性試験結果を報告した。それよると，鉛は飛
灰中では主に酸化態（44. 5％）として存在し，そのほ
か残留物態，炭酸塩態，有機物態を伴う。溶出試験の
結果，酸性条件でのみ 13 〜 31％の鉛が溶出したが，
中性ないしアルカリ性ではほとんど溶出しなかった。
後者の pH 条件下での不溶性鉛は，飛灰中の酸化物態
や有機物態であった鉛が大部分炭酸塩態へと変化して
いた。
　ところで，廃棄物中の鉛の由来としてはどういうも
のが多いのであろうか。鈴木ほか 174）によると，京都
市による調査事例では，焼却ごみを細かい製品種類に
分別して各細目別に鉛濃度を測定した。その結果，ご
み 1 トン中に鉛は平均 149 g 含まれ，その鉛の由来は
チューブ（51％），ガラス・陶器（37％），はんだ（3
％），プラスチック（3％），金属製品（2％），顔料（2
％）であった。このデータにはバッテリーは考慮され
ていないので，別途鉛の濃度分布を基にモデル計算を
行ったところ，焼却灰中の鉛のおよそ 2/3 から 1/3 程
度はバッテリー（自動車，自動二輪車，家電用シール
電池）によると見なされた 174）。
　長谷川 172）は，近年プラスチック製品の生産量の急
増に伴って一般廃棄物中へのプラスチックの混入割合
が増加していることから，そのプラスチック中に多量
に含まれている鉛が問題であると述べている。プラス
チックの中でも塩化ビニルには，熱及び光に対する安
定性を持たせるために鉛白，三塩基性硫酸鉛，二塩基
性亜リン酸鉛等が 3 〜 10％程度含まれている。
　一方，レジ袋やごみ袋に含まれる鉛も問題視されて
いる。日本国内で消費されるレジ袋は，2008 年度で
400 億枚に達している。閔ほか 175）は日本と韓国のレ
ジ袋やごみ袋 119 種類について鉛の全含有量を蛍光 X
線分析によって調べた。その結果，色つきレジ袋の 47
％，ごみ袋の 31％に 100 mg/kg 以上の鉛を含むもの
が見つかった。
　一般廃棄物焼却飛灰は，鉛をはじめ有害性重金属等
を高濃度に含むことが多いので，重金属等の物理的不
溶化（セメント固化や溶融処理等）や化学的不溶化

（キレート処理や無機系薬剤処理等）が施された後に
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11.	 	まとめ

1.　 日本列島の地殻における鉛の全含有量は 16. 9 
mg/kg である。岩石別では，頁岩や花こう岩で 15
〜 20 mg/kg とやや高く，砂岩や石灰岩，火山岩
類で 0. 5 〜 9 mg/kg と低い。 非汚染土壌では
17. 2 mg/kg（平均），河川堆積物では 20. 7 mg/kg

（中央値），海底堆積物では 18. 6 mg/kg（中央値）
を示す。

2.　 河川水中の平均鉛濃度は溶存態で 0. 1 ng/L（＝
0. 1×10−6 mg/L）であるが，懸濁態では 100 ng/L
と 1, 000 倍も高い。降水や降雪の鉛濃度は河川水
懸濁態よりさらに一けた高い。

3.　 身近な河川水や地下水中での鉛化学種は，酸化還
元状態には影響されないが，pH 依存性は高い。
すなわち酸性水では Pb2＋が優勢種であり，中性か
ら弱アルカリ性の水では懸濁態としての炭酸鉛種
が安定である。

4.　 土壌中の鉛は鉱物結晶格子態が多く，その他酸化
鉱物結合態，有機態，吸着態，イオン交換態として
存在する。これらと全く異なる形態（金属鉛，硫
化鉛，酸化鉛，硫酸鉛等）で存在する場合，その鉛
の起源は人為的汚染と特定できる。

5.　 重金属等による土壌汚染事例中では，鉛及びその
化合物による件数が最も多い。この原因は，工
場・事業所及び廃棄物に由来する人為汚染による
が，これは鉛が多くの用途に，しかも多量に使わ
れているためである。

6.　 鉛の人為汚染と自然由来との区別には，バックグ
ラウンド濃度から求める方法，鉛の化学態による
方法，鉛同位体比による方法がある。

7.　 現行の土壌溶出量試験では，溶存態だけでなく，
粘土鉱物や水酸化鉄等の微粒子に吸着した懸濁態

（コロイド）までもが必然的に含まれる。後者は，
たとえ土壌から溶出しても地下水中では移動しな
いので，鉛の溶出量試験結果を評価するうえで充
分考慮されねばならない。
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結果，鉛の全含有量は A：10 mg/kg 未満，B：350 〜
940 mg/kg，C：8, 600 〜 9, 100 mg/kg，また鉛の溶出
量は A：0. 005 mg/L 未満，B：0. 010 〜 0. 060 mg/L，
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C は土壌・地下水汚染調査や対策工事には不適当なこ
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用の採水器（ベイラー）や吸引ポンプ用チューブはコ
ンタミネーションが少ないテフロン仕様のものが普通
であるが，事前の材質確認は肝要である。
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