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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：ホウ素

島田 允堯＊

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

Nobutaka SHIMADA＊

The abundance of boron in the upper Earth’s crust is 12 mg/kg. The boron content （mg/kg） in rocks 
varies widely depending on rock species and its locality: rhyolite （11-145）, andesite （21-25）, basalt （8-30）, 
granitic rocks （2-7）, gabbro （4-7）, slate （5-84） and carbonate rocks （0. 3-1.3） in Japan. Boron-bearing 
minerals have been known more than 250 species, however, the most abundant are borax, kernite, ulexite and 
colemante. It is never found in the elemental form of boron in nature.

The concentration of boron in seawater is 4. 5 mg/L in average, while those in rain and river waters are 
genrally less than 0. 1 mg/L. Some of hot springs in Japan show extremely high boron concentrations up to 
1, 559 mg/L. Hot springs containing boron more than 10 mg/L are listed up to 200 places in Japan. The 
source of boron in hot springs is considered either fossil water or volcanic gas.

Boron compounds are generally well-water soluble, such as boric acid has a water solubility of 5. 48×104 
mg/L at 25℃. H3BO3 is the dominant form at pH < 9. 25, while B（OH）4

− is at pH > 9. 25, although the pH 
boundary is lowered with increasing environmental salinity.

The groundwater with naturally occurring boron contamination is considered due to the mixing of fossil 
water or thermal waters. Boron isotopic composition is of great sensitivity to anthropogenic sources. High 
levels of boron are toxic to living organisms, so that the removal of boron from contaminated groundwater or 
drainage is important for dealing with the environmental problem. However, conventional water treatments 
such as coagulation, adsorption and filtration do not remove boron to appreciable level. Ion exchange and 
reverse osmosis may enable substantial reduction but are likely to be very expensive.

　ホウ素は地殻上部に平均12 mg/kg含まれている。岩石中のホウ素の全含有量（mg/kg）は岩石種や産地に
よって変動幅が大きく，日本の岩石の代表的な値は流紋岩（11〜145），安山岩（21〜25），玄武岩（8〜30），花
崗岩類（2〜7），斑レイ岩（4〜7），粘板岩（5〜84），炭酸塩岩（0. 3〜1. 3）である。一方，降水・降雪，河川水
のホウ素濃度は一般に0. 01〜0. 1 mg/Lを示す。海水中のホウ素濃度は平均4. 5 mg/Lで，塩化物イオン濃度に正
比例する。わが国の温泉の一部には極端にホウ素濃度の高いものがあり，最大1, 559 mg/Lを示す。高いホウ素
濃度（> 10 mg/L）を示す温泉は国内に少なくとも200ヶ所以上あり，成因的には化石水型と火山発散物型に分
けられる。
　ホウ素化合物は水に対する溶解性が高く，ホウ酸の溶解度は5. 48×104 mg/Lを示す。ホウ素の化学態は，低
pH域（pH < 9. 25）で非解離性のH3BO3が，高pH域（pH > 9. 25）でB（OH）4

−イオンが優勢に存在するが，その
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1.	 	まえがき

　ホウ素（硼素）は半金属元素の一つであって，単体
の比重は 2. 37 で 4 よりも小さいことから重金属 1）で
はない。しかしながら，土壌汚染対策法（以下，土対
法）で定める特定有害物質のうちで天然に存在する 8
物質（カドミウム，六価クロム，水銀，セレン，鉛，ヒ
素，フッ素，ホウ素）及びそれらの化合物を一括して
重金属等と呼ぶことが多いので，ここでもその意味で
ホウ素を重金属等の一つとして扱うことにする。ホウ
素化合物は水への溶解性が高く，そのために他の物質
と結合させて不溶化することが比較的困難な物質の一

pH境界値は溶液の塩濃度の上昇とともに下がる。
　自然由来のホウ素による地下水汚染は主に化石水の混入によるが，温泉水や地熱水の混入が原因となる場合も
ある。ホウ素同位体比の測定は，ホウ素の人為汚染源を特定するうえで有効である。高濃度のホウ素は生物に
とって有毒であるため，汚染された地下水や排水からホウ素を除去することは重要な環境問題である。しかしな
がら，ホウ素含有水の処理システムとして電気凝集，吸着処理，溶媒抽出，減圧蒸発固化等による方法が提案さ
れているものの実用化されている例が少なく，またイオン交換，膜分離法は有効であるがいまだ経費的に大きな
問題がある。

キーワード： ホウ素，ホウ素化合物，化石水，火山発散物，温泉．



表 -1  地下水概況調査によるホウ素の環境基準超過件数
Table 1  Number of wells in which boron concentrations exceeded 

Environmental Quality Standards in FY 2005-2009.

表 -2  水道水の原水中の平均ホウ素濃度の分布（平成 20 年度水道
統計）

Table 2  Distribution of averaged boron concentrations in original 
waters for waterworks in FY2008
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はホウ素全含有量（mg/kg）は岩石や土壌等の固体試
料に対して使用した。ただし，温泉の場合は温泉水 1 
kg 中のメタホウ酸量 mg で示されているが，ここで
はその数値をそのまま引用し mg/L で表わした。

2.	 	ホウ素の性質，鉱物と用途，健康影響

2.	1	 ホウ素の物性
　ホウ素（boron）は原子番号 5，原子量 10. 81 の元素
である。単体のホウ素は黒灰色を帯びた耐久性の固体
で，ダイヤモンドについで硬くモース硬度は 9. 5 であ
る 9）。融点が 2, 080℃と極めて高いが，密度は 2. 37 g/
cm3 と低い 1）。電気的性質は半導体特性を示し金属と
非金属の中間の性質を持つことから半金属元素（類金
属元素またはメタロイド）として扱われる。原子価は
もっぱら 3 価（B3＋）をとるが，イオン半径が 23 pm

（＝0. 23 Å）と非常に小さいのが特徴である。化学結
合は共有結合性のものが多い 10）。
　ホウ素は遊離の状態（単体）では自然界に産しない
ことから，ホウ砂（borax, Na2B4O5（OH）4・8H2O）が最
も古くから利用されてきた。紀元前 2 千年頃にバビロ
ニア人がホウ砂をヒマラヤから持ち帰り，指輪や腕輪
を作るのに使ったといわれる 11）。また，ローマ時代に
はホウ砂を原料にホウケイ酸ガラスがすでに作られて
いた。16 世紀には加熱時に金属酸化物を融解する性
質を利用して，融材として用いられた 12）。1808 年に
英国の H. Davy が，ホウ酸溶液の電気分解ではじめて
単体のホウ素を得た。同じ頃に，フランスの J. L. 
Gay-Lussac と L. J. Thénard も金属カリウムを用い
てホウ酸を還元し，ホウ素を単離した 10）。ホウ素は炭
素に性質が類似しているという理由で，H. Davy が
borax と carbon から boron と命名したという 12）。
　1912 年に A. Stock がホウ素と水素の化合物である
水素化ホウ素（borane）を初めて合成したことから，
その後ホウ素化学は急速に進展した 12）。1960 年代前
半頃までは，鉱物学の分野では金属成分の定性分析法
としてホウ砂球試験がよく用いられた。この試験は，
ホウ砂が高温の酸化炎で金属と反応して複ホウ酸塩を
つくるが，その金属の種類によって特徴的な色調を示
すので，これを応用したものである 13）。

つである。
　平成 21 年度地下水質測定結果 2）によると，全国で
実施された概況調査で重金属等の水質基準値を超過し
た井戸数は，ヒ素 63，フッ素 17，鉛 11，ホウ素 7，総
水銀 2 となっている。ホウ素が基準値（1 mg/L 以
下）を超過した井戸数は調査井戸数（3, 068 本）の
0. 23％，ホウ素が検出（0. 1 mg/L 以上）された井戸
数は 35. 7％であった（表 -1）。
　一方，平成 20 年度の水道水の原水の水質分析結
果 3）によると，全国 5, 153 ヶ所のうちでホウ素が水道
水質基準を超えたのは 2 ヶ所であり，またホウ素が検
出（0. 1 mg/L 以上）されたのは 149 ヶ所（2. 9％）で
あった（表 -2）。なお，過去にさかのぼると，平成 19
年度は 5, 308 ヶ所中 5 ヶ所，平成 18 年度は 5, 242 ヶ
所中 4 ヶ所で基準を超えていた。
　これらの資料から，身近にある地下水や表流水がホ
ウ素の水質基準を超えている事例は比較的稀といえ
る。しかし，ホウ素による土壌汚染事例は毎年必ずマ
スコミでも報道されている。例えば国内金属関連
ニュース 4）によると，平成 22 年度（1 件），21 年度

（5 件），20 年度（12 件），19 年度（13 件）となって
いる。これらは，汚染地がメッキ（鍍金）や製陶，セ
ラミック，自動車部品等の工場敷地，また病院跡地等
における土壌溶出量試験超過（一部地下水汚染）であ
ることから，人為的汚染の可能性が高いと思われる。
　汚染が判明あるいは土壌溶出試験で超過する値が得
られると，それが人為的なものか，それとも自然由来
のものか，あるいは自然的なレベルが高い地域に起き
た突発的な事例なのかが問題になり，汚染原因を迅速
に判断し，早急な対策が求められる。この総説は，ホ
ウ素による地下水・土壌汚染の原因を解明するための
基礎資料を提供することを目的として，自然界におけ
る存在度ならびに化学的挙動についての従来の知見・
研究成果を要約したものである。なお，筆者は同様な
趣旨で，今までにヒ素，フッ素，水銀，鉛についての総
説を報告した 5 〜 8）。
　ここでいう「溶出量」は平成 15 年環境省告示第 18
号の溶出量試験によって得られ値（単位 mg/L），「含
有量」は平成 15 年環境省告示第 19 号の含有量試験に
よる 1 規定塩酸抽出量（単位 mg/kg）を指す。また，

「全含有量」は底質調査法（環水管第 127 号，強酸によ
る分解法）等によって得られた固体試料に対する値

（単位 mg/kg）であり，地殻とか大陸，島弧等におけ
る「存在度」と同じ意味で用いた。なお，ホウ素濃度

（mg/L）は地下水等の液体試料に，ホウ素含有量また



図 -1  地質学的に重要なホウ素リザーバーにおける同位体組成変
動

Fig. 1  Boron isotopic variations in some geologically important 
reservoirs.
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つの化学種とホウ素の 2 種の同位体との間の関係で次
のように説明されている。
　先ず，ホウ素同位体交換反応は次式で与えられる。

　H3
10BO3＋11B（OH）4

−＝H3
11BO3＋10B（OH）4

−

　この式の平衡定数（同位体分配係数ともいう）は
1. 0194（25℃）で 1 よりも大きい 20）。このことは，11B
は H3BO3 に，10B は B（OH）4

−に濃縮されることを意
味している。この原因はホウ素と水酸基との結合の仕
方に関係していて，H3BO3（＝B（OH）3）では -OH 基
が B 原子を中心にもつ正三角形の頂点に配位し，B

（OH）4
−では -OH 基が B 原子を中心にもつ正四面体

の頂点に配位するため，前者の B-OH の原子間距離が
後者より短いことによる。
　ホウ素が現代社会において重要視されているのは，
10B が 11B や他の元素と異なり中性子を吸収する能力
が極めて高いという特異な性質を持つ点である。その
ために，工業的に 10B の濃度を通常の 19. 9％から 95％
以上に高めた濃縮ボロン（H3

10BO3）がわが国でも最
近商業生産されるようになり，中性子遮蔽材や臨界制
御材として原子力発電所（一次冷却水，緊急時用タン
ク等）をはじめとする多数の原子力機関や使用済み核
燃料物質の貯蔵・輸送容器に使われている 21）。
　さらに医療面では，ホウ素中性子捕捉療法がガン治
療に用いられるようになり，ホウ素についての関心が
より身近になったといわれる。これはホウ素がガン細
胞にのみ着地する（選択的に取り込まれる）性質を利
用したもので，ガン細胞にホウ素が集まったときに熱
中性子を照射すると，10B と中性子との核反応により
強力な粒子線が発生するので，それによって治療する
方法である。この治療方法は日本で先駆的に研究さ
れ，近年めざましい成果をあげている 9） , 22） , 23）。

2.	3	 主なホウ素鉱物
　現在，ホウ素を含む鉱物は 250 種以上が知られてい
る 24）。表 -3（その 1）に日本産ホウ素鉱物 25） , 26）を，
また表 -3（その 2）には主に海外の乾燥地帯や蒸発岩
鉱床に多産し，日本にも稀に産する含水ホウ酸塩鉱物
類を示した。
　わが国では，ホウ素鉱物はかつて金属鉱山によって
採掘されたスカルン鉱床に伴われて産した。近年特
に，岡山県備中町布賀（ふか）鉱山のスカルン鉱床か
ら数多くのホウ素を含む新鉱物が報告されている。
　表 -3 には数多くの鉱物をリストアップしたが，こ
のリストから，天然でどのようなホウ素化合物がどう
いう環境で安定に存在するかを知る手がかりが得られ
る。例えば，最近特許権が与えられたホウ素不溶化技
術 27）の内容は，化学組成だけからみれば表 -3（その
2）に示したシベリア石やパラシベリア石の合成法と
いえる。ホウ素鉱物の物理・化学的な性質は，ホウ素
を不溶化する上で，あるいは水溶性ホウ素を資源とし

2.	2	 ホウ素の同位体
　ホウ素の安定同位体は質量数 10 と 11 の 2 種で，存
在比はおよそ 10B＝19. 9％，11B＝80. 1％からなる 1）。
天然の物質について，ホウ素同位体比が測定 14 〜 17）さ
れてからすでに久しいが，当初は全く注目されなかっ
た。その理由は分析法にあり，技術の精度や正確さを
かなり低下させるような同位体分別が分析の操作過程
で生じていたためである。より正確で精度が高い技術
の発達とともにホウ素同位体地球化学に大きな関心が
持たれるようになったのは 1986 年頃からといわれて
いる 18）。現在では，表面電離型質量分析計や ICP-MS
による分析で信頼できる値が得られるようになった。
　ホウ素同位体組成（δ11B）は次の式によって表わさ
れる。標準物質は NIST SRM 951 のホウ酸を用いた
場合，その 11B/10B は 4. 04367 である。なお，古い文献
では標準物質の値として 11B/10B＝4. 000 を用いたもの
があるので，要注意である。

δ11B（‰）＝ ｛［（11B/10B）試料／（11B/10B）標準物質］−1} 
×1000

　ホウ素の地球化学で顕著な特徴は，海水のホウ素同
位体組成（δ11B）が＋39. 5‰と一定であることであ
り，この値は大陸地殻物質の平均値（−10±2‰）より
も約 50‰も高い。このように異なる物質（化学種）
間で同位体効果が大きいことから，ホウ素同位体は地
球化学的なトレーサーとして有用である 19）。した
がって，ホウ素による地下水・土壌汚染の場合も，ホ
ウ素同位体比を測定すればその原因についての大きな
手掛かりが得られる可能性が高い。地球上のホウ素含
有物質（リザーバー）における同位体比の変動範囲 19）

を図 -1 に示した。
　ホウ素の同位体効果，言い換えると物質によって
11B と 10B の存在比に大きな違い（同位体分別）が生じ
るのはなぜであろうか。これについては，ホウ素の 2



表 -3 主なホウ素鉱物（その 1）
Table 3 Representative boron minerlas.

表 -3 主なホウ素鉱物（その 2）
Table 3 Representative boron minerlas （continued）
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表 -4  ホウ素及びその化合物の水に対する溶解度
Table 4  Solubility of boron and boron compounds.
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2.	5	 ホウ素の用途
　ホウ素の特徴は，低密度，高硬度，高融点で，しかも
引っ張り強度に優れていることであり，最も多い用途
はガラス繊維である。これにはガラス長繊維とガラス
短繊維があり，前者は漁船やボート，プリント基板の
FRP（繊維強化プラスチック）の芯材として，後者は
壁材，冷蔵庫，炊飯器等の断熱材用のグラスウールと
して用いられている。ついで，自動車や液晶ディスプ
レー，琺瑯（ほうろう）等用のホウ珪酸ガラスであ
る 31）。これらの製品からホウ素が溶けだすことはほ
とんどない 34）。ホウ素は低密度でヤング率が大きい
ことから，音の伝わる速度が大きい。この特性からス
ピーカー等の音響材料にも使われている。
　ホウ酸（H3BO3）はガラス，医療品，ホウロウ，ニッ
ケルメッキ添加，コンデンサ，防火剤，染料製造，消毒
剤や目薬，殺虫剤やゴキブリ駆除用等に使用されてい
る 35）。上述（2. 2 節）したように，原子力発電所では
濃縮ボロン（10B が濃縮したホウ酸，H3

10BO3）が原子
炉の制御や停止に必要な制御棒に利用されている 34）。
このことは 2011 年 3 月に起きた福島第一原子力発電
所の東日本大震災による事故報道で良く知られるよう
になった。
　ホウ砂（ホウ酸ナトリウム，Na2B4O7）はホウロウ
鉄器，ガラス，陶磁器，金属ろう付，皮なめし，防腐
剤，医療品，化粧品，熱処理剤，写真，顔料，洗濯用漂
白剤等に使われている 31） , 34） , 35）。

2.	6	 ホウ素及びその化合物の溶解度
　ホウ素及びホウ素化合物の水に対する溶解度を表
-4 に示した。ホウ素は不溶であるが，ホウ酸の溶解度
は 5. 48×104 mg/L（25℃）を示す。一般にホウ素化合
物は水への溶解性が高く，そのために他の物質と結合
させて不溶化することが比較的困難な物質の一つであ
る。

2.	7	 ホウ素の毒性と健康影響
　ホウ素は植物の生育にとって必須栄養素であるが，
土壌中に過剰に存在すると毒性を示し植物の生育を阻
害する。必須栄養素であるという事実は，Warington
によるソラマメの研究によって 1923 年にはじめて見
出された 36）。
　動物に対しては，ホウ素が生物学的役割を果たして

て回収する上での技術開発としても注目されている。
　稀な産出だが，ホウ素鉱物の変種としてホウ素含有
カリ長石（B＝800 〜 2, 500 mg/kg）が知られている。
この鉱物は，ギリシャの湖底堆積物中に認められ，火
山ガラスが続成作用を受けてカリ長石（KAlSi3O8）に
変化する過程で，塩濃度が高くアルカリ性（pH > 
9. 25）になった湖水からホウ素を結晶内に取り込んだ
と考えられている 28）。環境によっては常温に近い条
件下でも，ホウ素が珪酸塩のアルミニウムを置換する
例であり，地球化学・環境化学的にも興味深い。
　愛媛県久万高原町槙ノ川産の安山岩晶洞中に産する
鉱物にボトリオ石またはボドリオ石 29）がある。これ
は文字通りその結晶形がブドウの房状（botryoid）を
示すことからそう呼ばれているが，ダトー石の一変種
である botryolite 30）であって正式な鉱物ではない。と
ころで，この鉱物がなぜ美しい薄紫ないし淡いピンク
色を示すのかはよくわかっていない。

2.	4	 ホウ素工業原料の産地
　工業原料として取り扱われるホウ素鉱物（ホウ素鉱
石）は，蒸発岩鉱床に多産するホウ砂，ティンカルコ
ナイト，カーン石，曹灰ホウ石（ウレキサイト），灰ホ
ウ石（コールマン石）等であり，100％海外から輸入
されている 31）。これらは元来，火山噴気中に含まれて
いたホウ酸分が雨水に溶け，それが乾燥地帯の湖に運
ばれ，ナトリウムやカルシウムを含む塩分として濃集
する過程で結晶として沈殿したものである。
　目下，世界最大のホウ素生産国はトルコで，2010 年
には 120 万トンを生産し世界の 3 分の１を占めた。埋
蔵量も世界一で，6 千万トンと見込まれている 32）。西
部のアナトリア地方に蒸発鉱床として分布する 33）。
　第 2 の生産国は米国カリフォルニア州の蒸発鉱床
で，2 つの地域に分布する。第 1 はクラマ─地域で，
鮮新世に塩水湖が乾固して生じた化学的沈殿物からな
る盆地（0. 8×3 km）状の蒸発鉱床である。厚さ約 70 
m の粘土質頁岩中に灰ホウ石や曹灰ホウ石，ホウ砂，
カーン石が産する。原石を水中で溶かし，それからろ
過して精製する。第 2 はモハーベ砂漠地帯の中の干上
がった塩湖（シーレス湖，面積 116 km2）に形成され
た第四紀の蒸発鉱床で，ホウ砂やカーン石を含む層

（2 層からなり，厚さは計 30 m 以上）からなる 11）。米
国における 20005 年の生産量は 115 万トンであった
が，最近は企業のデータ保護を理由に生産量の公表が
差し控えられている 32）。
　その他，アルゼンチン（サルタ地方），チリ（アタカ
マ砂漠），ロシア（カスピ海地方），ペルー（ペルー砂
漠），中国（遼寧省や西蔵自治区）等の塩湖にもホウ
素鉱物が多産する 32）。
　ホウ素鉱石からホウ砂，無水ホウ砂，ホウ酸，酸化
ホウ素等の中間製品がつくられ，各用途に使用されて
いる。



図 -2  ホウ素含有水における魚（ニジマス）胚のドーズ・レスポ
ンス曲線 43）

Fig. 2  Graph of the adverse health effects versus boron exposure in 
rainbow trout embryos （after Rowe et al., 1998）.
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とされていたが，平成 11 年（1999 年）に環境基本法
に基づく水質環境基準健康項目とされた。同時に，水
道法による水道水水質基準の監視項目となった。ま
た，環境基準化学物質管理促進法（PRTR 法）の第 1
種指定化学物質として挙げられた。ホウ素の環境基準
値及び水道水質基準値は 1 mg/L 以下である（表
-5）。
　平成 13 年（2001 年）には，ホウ素はフッ素や硝酸
性窒素や亜硝酸性窒素と同じく，水質汚濁法の有害物
質とされ，同年より排水規制が実施されている。ただ
し , 一部の業種，特に温泉を利用する旅館業について
は暫定排水基準が設定されている（表 -5）。

2.	9	 ホウ素の化学分析法
　ホウ素の全含有量測定には，底質調査法に採用され
ている湿式分析法や ICP-MS 分析法がある。湿式分
析法には，反応試薬（メチレンブルー，アゾメチン H，
H- レゾシノールなど）を用いる吸光光度法とクロマ
トロープ酸を用いる蛍光光度法（検出限界 0. 05 ppb）
がある。これらはいずれも試料を溶解して行う破壊分
析である。
　近年，非破壊分析法の発達によりホウ素の定量分析
も進展しつつある。例えば，高性能の微小部元素分析
装置（FE-EPMA：フィールドエミッション型電子プ
ローブ・マイクロアナライザ）が国内各地の大学や公
的機関に設置され，超軽元素であるホウ素の定量分析
が可能になってきた。また，原子炉を用いた即発ガン
マ線中性子放射化分析（PGNAA）という新しい分析
方法も普及しはじめた。

3.	 	地圏におけるホウ素の存在度

3.	1	 地殻におけるホウ素の存在度
　地殻，特に上部地殻における元素の存在度はクラー
ク数と呼ばれ，ある地質における元素濃度との比較な
どにしばしば引用される。しかし，その値は研究者に
よって多少異なるので，絶対値としてよりも 1 つの尺
度として使われる。ホウ素の地殻における存在度を表
-6 46 〜 54）に示した。ここでは最も新しい提案である
12 mg/kg 54）を採用した。

3.	2	 各種岩石におけるホウ素全含有量
　地殻における元素の存在度を示した研究には，その
もとになった岩石別のホウ素全含有量の平均値が示さ
れているが，その値は研究者によって大きく異なって
いる。例えば，花崗岩中のホウ素全含有量では 1. 7 
mg/kg 53）から 15 mg/kg 54）まであり，また玄武岩で
は 5 mg/kg 54）から 15 mg/kg 53）まである。これは取
り扱った試料の産地や地質時代等によって変動するか
らである。
　わが国に産する岩石の種類別におけるホウ素の全含
有量を系統的に分析した例は知られていない。ただ

いるという積極的な証拠はないという主張があ
る 34） , 37） , 38）が，同時に過剰摂取は人をはじめ生物に対
して有毒という指摘がある 39） , 40）。高濃度のホウ素摂
取による人への健康被害としては，嘔吐，腹痛，下痢
及び吐き気などの症例が報告されている。また，これ
までの動物実験の結果，ラットを用いた催眠奇形性試
験において胎児の体重増加抑制が認められている 41）。
このラットの実験結果から，耐容一日摂取量は体重 1 
kg 当たり 0. 096 mg と算出され，これに基づいて水道
水質基準や水質環境基準が設定された 34） , 35）。
　人がホウ素を体内に取り込む可能性があるのは，飲
み水や食物による場合がほとんどである。体内に取り
込まれたホウ素の大半は数日で尿に含まれて排泄され
る 34）。不揮発性ホウ素化合物を粉塵として吸入して
も毒性はあまり高くなく，一時的に炎症をおこす程度
である。これに反して揮発性ホウ素化合物の吸入はき
わめて危険で，中枢神経に障害を与える 12）。
　図 -2 には，Craw et al. 42）によるホウ素含有水中で
の魚の胚のドーズ・レスポンス曲線を示した。この図
は Rowe et al. 43）によるニジマス及びゼブラダニオ

（熱帯魚の一種）の胚を用いて行った詳細な実験結果
を模式化したもので，ホウ素濃度が低いと欠乏症が，
高いと中毒症が生じることを示している。曲線が U
字型を示すので，縦軸（危険率）を上下逆にして安全
率として表示すれば曲線は逆 U 字型，いわゆる環境グ
ズネッツ曲線になる。ホウ素は魚にとって毒にも薬に
もなるが，必須で安全な暴露濃度範囲があるという主
張である。
　最近，製品評価技術基盤機構・化学物質評価研究機
構 44）や食品安全委員会 45）はホウ素の毒性に関する科
学的な知見について詳しい資料を公表している。

2.	8	 ホウ素の各種規制基準
　ホウ素は，水質環境基準としては長らく要監視項目



表 -5 ホウ素についての各種基準値
Table 5 Various criteria for boron

表 -6 ホウ素の地殻における存在度
Table 6 Abundance of boron in the Earth’s crust
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によると，海成頁岩は B＝65 〜 135 mg/kg（平均 100 
mg/kg），淡水成頁岩は B＝33 〜 109 mg/kg（平均 60 
mg/kg）を示した。 また，海成砂岩は B＝65 〜 79 
mg/kg（平均 70 mg/kg），淡水成砂岩は B＝19 〜 49 
mg/kg（平均 35 mg/kg）であった。佐藤ほか 59）は，
房総半島南部において上総層群（鮮新世〜更新世）の
梅ヶ瀬層についてホウ素全含有量を報告している。そ
れによると，海成シルト層が 29 〜 36 mg/kg（平均 32 
mg/kg），海成砂層が 12 〜 31 mg/kg（平均 23 mg/
kg）であった。
　このように，堆積岩や堆積物中のホウ素の全含有量
は海成層で高く，非海成層で低い。また，海成・非海
成を問わず頁岩や粘土，シルト層の方が砂岩や砂層に
くらべて高い傾向がある。
　さらに，海成の砕屑性堆積岩中のホウ素はその中に
含まれているイライト（雲母粘土鉱物）に著しく濃縮
しているという指摘がなされてきた 60）。この考えは，
粘土質堆積物ほどホウ素濃度が高いことから，古くか
ら 支 持 さ れ て き た。 例 え ば，Frederrickson and 
Reynolds 61）は多くの堆積岩中のイライト量を X 線回
折線から算出し，ホウ素全含有量や岩石の溶出塩濃度
と良い相関を示すことを指摘した。
　 現 世 の 海 成 砕 屑 性 堆 積 物 に つ い て は，例 え ば
Ishikawa and Nakamura 62）は，太平洋の遠洋性粘土
のホウ素全含有量について 55 〜 132 mg/kg と報告し
ている。しかし，遠洋性堆積物や海成堆積岩にホウ素
はどの程度まで蓄積するのか，さらにそのメカニズム

し，産業技術総合研究所は地質標準試料を定め，その
化学組成をデータベースとして一般に公表している。
この地質標準物質は誰でも購入できる。その中からホ
ウ素の定量値を引用して表 -7 55） , 56）に示した。この
物質を入手すれば，化学分析の標準試料として使うこ
とができる。

3.	3	 海成泥質岩のホウ素全含有量
　かつて 1932 年に Goldschmidt and Peters 57）は火成
岩類に比べ頁岩がホウ素に富むことを指摘したが，こ
の興味深い事実はその後の新しい分析法の進歩によっ
ても確かめられてきた。
　わが国では，相沢・赤岩 58）が北海道夕張炭田地方の
古第三紀堆積岩中のホウ素全含有量を測定した。それ



表 -7  地質標準試料におけるホウ素全含有量値
Table 7  Boron contents in GSJ Geochemical Reference Samples.
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　ところが最近 Środoń 64）は即発ガンマ線中性子放射
化分析法（2. 9 節参照）を用いて，粘土鉱物である微
細粒子（< 2 μm）中のホウ素の定量（全含有量）分
析に成功した。分析された試料は，世界各地の海成堆
積盆地 6 ヶ所から得られたイライト質ベントナイト岩
であり，その岩石中の粘土鉱物（イライト／スメクタ
イト混合層）にホウ素が 800 〜 1, 000 mg/kg 含まれ
ていた。このことは，続成作用の進展にともなってス
メクタイトからイライトへ相変化する過程にある粘土
鉱物（イライト／スメクタイト混合層）にホウ素が含
まれていることを証明したばかりでなく，さらに続成
作用が進行すれば粘土鉱物から間隙水へとホウ素は移
動するという考え方 65）をも支持することになった。
　なお，海成イライトのホウ素に関する議論は，ホウ
素の同位体研究から新たな展開をたどるが，これにつ
いては後述（6. 1，6. 2 節）する。

3.	4	 石炭のホウ素全含有量
　石炭火力発電所からの微量物質の排出実態を明らか
にした報告に横山ほか 66）や伊藤ほか 67）がある。それ
によると，わが国の石炭火力発電所は排煙処理装置と
して，触媒脱硝装置，電気集塵装置，湿式脱硫装置を
備えるものが多く世界的にも最高水準の環境対策が行
われているという。使用されている石炭は，主にオー
ストラリア，アメリカ，カナダ，南アフリカ，中国，イ
ンドネシア，ロシアから輸入されている。
　伊藤ほか 67）は国内 13 発電所，21 ユニットで使用
されている 86 種の石炭について，微量成分 14 種の平
均濃度（全含有量）を明らかにした。それによると，
石炭中のホウ素全含有量はドライベースでの算術平均
値で B＝48. 4 mg/kg（n＝91）であった。産地別にみ
ると，アメリカ及びインドネシア産石炭のホウ素全含
有量は約 100 mg/kg と高いが，ロシア産は約 10 mg/
kg と低い。
　一方，石炭火力発電所（14 発電所，22 ユニット）か
ら大気中に排出しているガス中のホウ素濃度は平均
0. 471 μg/m3，また発電所（26 発電所，97 データ）か
ら海域への排水中のホウ素濃度は 61. 8 mg/L と試算
されている 67）。このデータから，石炭中に含まれてい
たホウ素は大気中に排出されるよりも，ボイラー内で
気化したものの大部分がガス温度の低下とともに飛灰
中に濃縮していることが分かる。
　Blowes and Ptacek 68）は，米国産石炭中のホウ素全
含有量として 5 〜 400 mg/kg（平均 75 mg/kg），石炭
灰では平均 600 mg/kg という数値を挙げている。一
方，Craw et al 42）によると，ニュージーランドの
Wangaloa 炭鉱でかつて採掘された褐炭はホウ素を最
大 450 mg/kg 含んでおり，そのズリ（いわゆるボタ）
からの浸出水のホウ素濃度は最高 6 mg/L（pH < 
4. 5）を示した。これらの数値からも，石炭における
ホウ素の濃集は顕著であることがわかる。

に関してもさまざまな実験が行われたが，1980 年代
前半ごろまではなかなか定説がなかった 63）。
　というのは，堆積岩中のイライトには成因的に異な
る 2 種類のものが認識されるからである。すなわち，
陸から河川だけでなく風や降水等によって運ばれ堆積
した砕屑性（detrital）のものと，堆積後の続成過程で
生成した自生（authigenic）のものであり，顕微鏡下で
は粒度と形態からある程度は区別がつく。しかしなが
ら，両者を完全に分離して取り出すことは誰が見ても
不可能と思われた。
　相沢・赤岩 58）は堆積岩を砕き，水ヒ法により 2 μm
以下の粒子を取り出し，さらに塩酸処理をおこなって
イライト以外の粘土鉱物を取り除き，ホウ素全含有量
を求めた。その結果，イライト中のホウ素全含有量は
80 〜 1, 900 mg/kg と非常に広い範囲を示した。この
ことから，イライトは堆積過程で海水からホウ素を取
り込んだというよりも，その大部分は砕屑性起源で
あって堆積前にかなりの量のホウ素を含んでいたと推
定した。したがって，単にホウ素総含有量のみを用い
て堆積環境を論ずることは危険を伴うと指摘した。
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は見当たらないが，変成岩に含まれるホウ素の化学的
挙動についての研究例は多い。
　一般に変成作用においては，変成度は地温勾配に支
配され地下深所に向って上昇し，それともなって圧力
も一定の上昇率で増加するので，岩石は脱水作用を受
けるとともに構成鉱物は漸移的（累進的）に相変化す
る。その際，岩石中のホウ素はどのような挙動を示す
かが変成岩研究の一つの課題となっている。Marshall 
et al. 72）はギリシャの高圧変成岩を調査し，累進変成
作用における脱水作用の指標として B/Be（ホウ素を
ベリリウムで規格化した値）が有効であることを示し
た。彼らの分析値のホウ素全含有量を見ると，ブルー
シスト 3 〜 62 mg/kg，変斑レイ岩 5 〜 26 mg/kg，エ
クロジャイト 2 〜 5 mg/kg となっている。
　ホウ素鉱物の代表的なものに電気石がある。上述

（2. 3 節）のように，わが国では主に花崗岩類に関連し
たペグマタイトやスカルン鉱床，熱水鉱床に脈状に産
出するのが一般的である 73）。ところが，世界的にみる
と脈状の産状のもの以外に，電気石に富む変成岩（電
気石岩）の産出が多くの地域から報告されている。こ
の電気石岩については，泥質片岩とホウ素に富む熱水
との反応物，ホウ素に富む蒸発岩が変成作用を受けた
もの，砕屑性電気石を含む堆積岩が広域変成作用を受
けたもの等，いくつかの成因的解釈がなされてい
る 74）。

3.	7	 土壌のホウ素全含有量
　日本をはじめ中国，アメリカ，ブラジルなどの多く
の地域では土壌中のホウ素濃度が相対的に低い。これ
らの地域は共通して降雨量が多く，そのために土壌中
のホウ素濃度が低くなる。その理由は，土壌中のホウ
素は電荷を持たないホウ酸（H3BO3）の形で存在して
いるため，土壌に保持されにくく，雨水により簡単に
土壌から溶脱されてしまうためである 36）。雨量が多
いほどホウ素の下層への移動量が多いことは，黒ボク
土及び陸成未熟土を使った長期カラム試験でも確かめ
られている 75）。
　一方，乾燥地域では土壌中のホウ素濃度は高くなり
やすい。これは乾燥による地表面での水分の蒸発によ
り，地下水面からの毛管水が表層土に到達し，ホウ素
が表層土に集積してしまうためである。オーストラリ
ア南部，エジプト，イラク，ヨルダン，リビア，モロッ
コ，トルコ，米国西部やチリ北部では土壌中のホウ素
濃度が高く，植物のホウ素過剰症が問題になってい
る 36）。
　山田ほか 76）は，京都府亀岡盆地の耕作土壌におけ
るホウ素全含有量とその分布特性について報告した。
それによると，作土層は 84. 8 〜 13. 3 mg/kg，平均
44. 9 mg/kg（n＝52），第二層は 94. 1 〜 13. 2 mg/kg，
平均 43. 5 mg/kg（n＝22）で，作土層と第二層で分布
範囲，平均値はほぼ同じ値を示した。
　一方，京都府内の母材の地質を異にする一般土壌

3.	5	 火成岩のホウ素全含有量
①マグマの結晶作用におけるホウ素の挙動
　火成岩はマグマが冷却固結して生じた岩石の総称で
ある。そのマグマが冷却する過程で造岩鉱物が晶出す
るが，それらの鉱物の結晶構造中に入りやすい元素と
入りにくい元素がある。ホウ素はイオン半径が極めて
小さいうえにイオン電荷は三価であるために，鉱物中
には入りにくくそのまま液相のマグマに残りやすい。
すなわち，ホウ素は液相濃縮元素またはインコンパチ
ブル元素の一種なのである。
　したがって，花崗岩質マグマの場合，ホウ素はマグ
マの冷却とともにマグマ残液に濃集する。そのため
に，花崗岩体頂部（ルーフ直下）に電気石濃集部（電
気石グライゼン）を形成（例えば，宮崎県鹿川）した
り，花崗岩体を貫いてできたペグマタイト中に電気石
巨晶（例えば，福島県石川山）として産出する。また，
花崗岩体からさらに離れたホウ素は高温流体相に含ま
れて移動し，スカルン中に電気石・石英脈（例えば，
大分県尾平）を形成する。南米チリの斑岩銅鉱床（例
えば，ロス・ブロンセス鉱山）では，角礫岩脈が鉱体を
ほぼ垂直に切る形で頻繁に認められるが，その岩脈の
基質部は電気石で密に充たされている。この電気石も
花崗岩マグマの残液から晶出したものである。
②日本産玄武岩中のホウ素
　日本に分布する玄武岩のうちで火山フロントに沿っ
て分布する島弧玄武岩は，海洋島玄武岩（OIB）や中
央海嶺玄武岩（MORB）に比べて著しく高いホウ素全
含有量を示す。この原因については次のように理解さ
れている。すなわち，ホウ素は海洋堆積物や変質海洋
地殻に多く（100 mg/kg 以上）含まれているが，マン
トル物質中にはほとんど含まれていない（0. 3 mg/kg
以下）。したがって，島弧玄武岩中のホウ素は，プレー
トが海溝に沿って沈み込む際に海洋スラブから放出さ
れたホウ素に富む流体が島弧直下のマントルに付加し
たものである。
　東北日本の第四紀玄武岩の場合，B/Nb 比（ホウ素
全含有量を規格化した値）は 1 〜 12 と高い。しかも
その値の分布は，火山フロントに近いほど高く，背弧
側に離れるほど低い値を示した 69）。
　一方，九州の第四紀玄武岩の B/Nb 比は，火山フロ
ントに沿った霧島火山で 5 〜 3 と高く，阿蘇火山で 4
〜 1. 5，肥薩火山岩類で 2. 5 〜 0. 6 を示したのに対し，
背弧側の雲仙，多良岳，福江の玄武岩は 0. 5 以下で著
しく低く，OIB や MORB とほぼ同じであった 70） , 71）。
このことから，フィリピン海プレートの沈み込みによ
る海洋スラブは背弧側火山直下には達していないた
め，スラブ由来のホウ素に富んだ流体はマ背弧側火山
直下のマントルには供給されていないと解釈され
た 70）。

3.	6	 変成岩のホウ素全含有量と電気石岩
　変成岩中のホウ素全含有量を系統的に測定した研究
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量的な差はなかった。これは従来の見解とは全く異な
ることから，海成の炭酸塩へのホウ素の化学種につい
ての研究はより複雑になりつつある。今後は，生物由
来の炭酸塩におけるホウ素の化学種について，より多
くの試料について系統的な分析による再検討が望まれ
る。
　高いホウ素濃度で知られている長野県松代温泉（B
＝1069 mg/L）を調査した佐藤ほか 84）は，その温泉水
の排水溝において茶褐色及び黒色のバイオマット（微
生物起源の生体鉱物）を採取し，ホウ素の全含有量を
測定した。その結果，いずれのバイオマット中にもカ
ルサイトが生じていて，そこにはホウ素が 261 〜
1, 189 mg/kg 濃集しており，これによって排水中のホ
ウ素濃度は 40％程度減少していた。この原因は，バイ
オマット中に生息するシアノバクテリアがカルサイト
をつくる時に，二酸化炭素のかわりに炭酸塩イオンを
取り込むからと考えられた。

4.	 水圏におけるホウ素とその存在度

4.	1	 降水・降雪中のホウ素濃度
　大気中におけるホウ素はガス及び粒子の両方の状態
で存在し，その量比はおよそ 90 : 10 である 85）。降水
中に含まれるホウ素は，海面からの蒸発であることが
実験的に確かめられている 60）。Gast and Thompson 86）

は大気圧下での実験で，ホウ素は海水表面から大気中
へホウ酸の形で蒸発することを証明した。事実，大気
中における B/Cl 比は海水のそれに比べて 2 桁高
い 87）。
　武藤 88）は群馬県桐生において，1951 年 9 月中旬の
3 日間に降った雨を採水し，ホウ素濃度が 0. 02 〜
0. 05 mg/L（n＝4）であったと報告した。引き続き同
じ場所で，武藤 89）は 1952 年 2 〜 3 月の降雪そして同
年 6 月の降水についてホウ素濃度を分析したところ，
両者とも平均値は B＝0. 11 mg/L を示した。
　中国の内陸都市である貴州省貴陽市において，降水
中のホウ素濃度が 2004 年 9 月から 1 年間継続して測
定された。その結果，ホウ素濃度は 0. 0021 〜 0. 0048 
mg/L の範囲を示した 90）。
　姚ほか 91）は微量ホウ素のオンライン吸光光度定量
法の改良を行って，分析時間と感度の向上に成功し
た。 さらにそれを応用して，沖縄県西表島の雨水

（2006 年 3 月〜 2008 年 9 月）中のホウ素濃度を定量
し 0. 0031 〜 0. 0408 mg/L の値を得た。また，同時に
分析した雨水中の Na＋濃度から，非海塩性ホウ素

（nss-B）濃度は 0. 0016 〜 0. 0167 mg/L であると報告
した。
　国内における雨水中のホウ素濃度の最近の分析値は
0. 05 mg/L 以下である。なお，雨水中のホウ素の起源
については後述（6. 3 節）する。

（14 試料，うち 12 試料は未耕作土）のホウ素全含有量
は，62. 7 〜 10. 2 mg/kg，平均 26. 8 mg/kg であった。
したがって，亀岡盆地の値は京都府内の一般土壌に比
べ若干高い傾向を示すが，それはこの地域を形成する
土壌母材が頁岩や砂岩を主とする古生層の岩石，花崗
岩，湖底堆積物等のホウ素の比較的多いものに由来す
るためと考えられた。
　秋友・江口 77）は日本各地の土壌中のホウ素全含有量
を測定し，平均値として 30. 6±18. 6 mg/kg（n＝100）
を得たが，そのホウ素全含有量は土壌 pH との間に相
関を示さなかった。
　Sakata 78）は，日本各地の土壌 15 種類についてホウ
素の土壌と土壌間隙水間の分配係数を測定した。さら
に，ホウ素全含有量は土壌中のアルミナ全含有量との
間で強い正の相関を示すことを明らかにし，それが火
山灰質土壌に特有な非晶質粘土鉱物であるアロフェン
の存在によると推定した。
　同様にホウ素とアルミナの強い正の相関を示す事例
がイタリア・トスカーナ地方の地下水の帯水層でも認
められている。そこでは，Al2O3 が 5 から 15 wt％へ
増加するとき B は 50 から 150 mg/kg に増加したが，
この Al2O3 は粘土鉱物の量を示すことから，ホウ素の
起源は帯水層を構成する堆積物の基質部に由来すると
考えられた 79）。

3.	8	 カルシウム炭酸塩中のホウ素
　Furst et al. 80）は現世の二枚貝（ヨーロッパイガイ）
について分析し，ホウ素が貝殻の中のカルサイト層よ
りもアラゴナイト層に 1. 5 〜 2 倍も多く濃集すること
を明らかにした。Kitano et al. 81）はこの事実を検証す
るために，25℃でホウ酸を含む炭酸水素カルシウム溶
液に塩化ナトリウム，塩化マグネシウムを種々の割合
で加える室内実験を行った。その結果，母液のマグネ
シウム濃度の上昇とともに沈殿する炭酸塩中のアラゴ
ナイトの割合が増加すること，母液中のホウ素濃度が
同じならばカルサイトよりもアラゴナイトの方にホウ
素は多く含まれることを確認した。さらに，母液中の
塩化ナトリウム濃度が上昇するにしたがって，カルサ
イトと共沈するホウ素量は増加するが，アラゴナイト
と共沈するホウ素量は減少することを確認した。これ
らのことから，カルサイトと共沈するホウ素の生成機
構はアラゴナイトとは異なると考えた。
　一方 Vengosh et al. 82）は，イスラエルやオーストラ
リア等の現世の海域から採取した有孔虫や腕足類，珊
瑚などの石灰質骨格部を調べた。その結果，ホウ素全
含有量は生物種によって多様であり，珊瑚（80 mg/
kg）が最も高い値を示すことから，生物起源炭酸塩中
のホウ素は鉱物組成とは無関係であろうと考えた。
Klochko et al. 83）は現世の珊瑚中のアラゴナイト及び
有孔虫のカルサイトの 3 試料について，マジック角回
転核磁気共鳴スペクトルを測定し。その結果，どの試
料においても H3BO3 と B（OH）4

−の両ホウ素種の間に
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老川流域で知られている。ホウ素を含む井戸水は弱ア
ルカリ性（pH 7. 6 〜 9. 0）を示す被圧地下水であり，
特徴的なことは含まれるフミン酸によって茶褐色を示
す点である。ホウ素濃度は最大 0. 92 mg/L を示し，
Na＋や HCO3

−とは正の相関を，Ca2＋とは負の相関を
示す。ホウ素の起源としては，Na-HCO3 型（地質起
源の深層地下水）と Na-Cl 型（化石水起源）の 2 種類
があると考えられている 98）。
③熊本県の地下水におけるホウ素濃度
　幸・山口 99）により，熊本県内の井戸 1, 120 本におけ
る地下水中のホウ素濃度が示された。それによると，
ホウ素濃度 0. 05 mg/L 以下の割合は井戸総数（1, 120
本）の 83. 8％であり，最大値は 1. 54 mg/L，平均値は
0. 042 mg/L で，環境基準超過（> 1. 0 mg/L）は 2 本
だけであった。ホウ素濃度が 0. 2 mg/L 以上を示す井
戸 28 本についてのホウ素同位体の量比（11B/10B）は
4. 2 〜 5. 1 を示したが，両者の間に相関性は認められ
なかった。
④ 中国の水道水の原水（地下水及び表流水）中のホウ

素濃度
　中国での最近の調査 100）によると，水道水の原水採
取地点（地下水及び表流水，合計 98 地点）におけるホ
ウ素濃度は 0. 003 〜 0. 337 mg/L（平均 0. 046 mg/L）
であった。また，同時に分析された市販のミネラル
ウォーター及びボトルドウォーターの平均ホウ素濃度
は，それぞれ 0. 052 mg/L 及び 0. 046 mg/L を示した。
これらの数値はすべて中国の飲料水基準値（0. 5 mg/
L 以下）を満足しているが，中国国内各地に点在する
ホウ素工業地域の表流水や地下水に限っては，平均ホ
ウ素濃度 1. 28 mg/L（n＝58）を示し基準値を超過し
ている。
　なお，この報告 100）には世界 20 カ国の地下水や河川
水におけるホウ素濃度の文献値が丹念に収集されてい
る。それを見ると，平均ホウ素濃度の最高はアルゼン
チンの一部の地域の地下水（0. 72 mg/L，n＝10）で
あり，それ以外はどの国も 0. 4 mg/L 以下となってい
て，いずれも健康リスク上の問題はないようである。
⑤　バングラデシュの深層地下水中のホウ素
　インド・西ベンガル州からバングラデッシュにかけ
ての広大なベンガル盆地では，ヒ素による地下水汚染
が深刻な社会問題となってすでに久しい。その原因並
びに発生機構に関してさまざまな議論が続いている
が，このことだけからも自然由来のヒ素に関する複雑
な地球化学的現象が起きていると言わざるをえない。
詳しくは，板井 101）による総説が参考になる。
　地元では，汲み上げた地下水についてヒ素を除去す
る様々な浄化手法が提案されてきたが，いずれも多大
の経費を伴うという問題があった。そのため近年，バ
ングラデッシュで広く奨励されている対策は，深井戸

（180 m 以上）を掘削してヒ素濃度が低い深層地下水
を利用するという方法である 102）。これは，バングラ
デッシュ全土にわたる井戸水調査の結果，浅井戸で汚

4.	2	 河川水中のホウ素濃度
　武藤 92）は桐生市南部を流れる渡良瀬川及びその支
流である桐生川のそれぞれ 1 か所で，ホウ素濃度を 22
日間（1952 年 6 月）連続して測定した。その結果，ホ
ウ素濃度は渡良瀬川で平均 0. 124 mg/L（増水期 0. 10 
mg/L，減水期 0. 14 mg/L）を，また桐生川で平均
0. 094 mg/L（増水期 0. 08 mg/L，減水期 0. 14 mg/L）
を示した。これらの値は，同時に採水された雨水平均
値 0. 101 mg/L とほぼ同じであった。
　さらに，武藤 93）は渡良瀬川，桐生川及び利根川にお
いて，上流から下流に向かって多数の採水地点を設け
ホウ素濃度を 1952 年夏季に測定した。その結果，ホ
ウ素濃度の平均値として，利根川 0. 39 mg/L，桐生川
0. 23 mg/L，渡良瀬川 0. 20 mg/L を得た。利根川は上
流にホウ素湧出量の多い温泉や鉱泉があるために相対
的に高くなっていると考えた。また，どの河川でも下
流に向かうほどホウ素濃度は低くなるが，これは希釈
によるよりも水酸化物沈殿にホウ素が共沈するためと
説明している。
　特殊な例として，箱根火山大涌谷を流れる河川水中
のホウ素濃度が相川 94）によって分析された。それに
よると，B＝0. 81 〜 0. 15 mg/L（n＝15）を示した。
水温は 18 〜 34. 8℃の硫酸酸性水（pH 2. 1 〜 3. 7）で
あることから，火山噴気が混入した特殊な河川水とい
える。なお，同時に分析された大涌谷内の温泉水は B
＝3. 7 mg/L 以下であった（4. 5 節参照）。
　最近の河川水におけるホウ素濃度は，平成 21 年度
公共用水域水質測定結果 95）に示されている。それに
よると，全国の河川 2, 630 地点（海域は除く）で環境
基準（1 mg/L）を超過した地点は皆無であった。

4.	3	 日本の湖沼及び海外の塩湖中のホウ素濃度
　わが国の湖沼におけるホウ素濃度は，平成 21 年度
公共用水域水質測定結果 95）に示されている。それに
よると，全国 220 地点（海域は除く）で環境基準（1 
mg/L）を超過した地点は皆無であった。
　ホウ素濃度は塩化物イオン濃度と良い相関を示すこ
とから，世界的に見ると，塩湖のような塩分が高い水
ほどホウ素濃度が高いと予想される。事実，死海では
54. 7 mg/L，ソールトン・シー湖（米国）では 12. 0 
mg/L という高濃度の報告値がある 96）。

4.	4	 地下水中のホウ素濃度
①地下水中のホウ素濃度
　わが国の地下水中のホウ素濃度については，環境省
の前身である環境庁時代からの統計データがある。例
えば，平成 6 〜 8 年度の全国調査における 503 個の地
下水試料では，0. 1 mg/L を超えたのは 58 点，1. 0 
mg/L を超えたのは 2 点のみであった 97）。
②房総半島中部のホウ素汚染地下水
　ホウ素に汚染された地下水の存在が，千葉県の陸沢
町の瑞沢川流域及び市原市から大多喜町にかけての養



41自然由来重金属等による地下水・土壌汚染問題の本質：ホウ素

はもっと多いであろう。
　そのうちで，ホウ素濃度が異常に高い温泉（B > 
100 mg/L）を表 -8108 〜 124）に示した。最高は岩手県新
安比（しんあっぴ）温泉 123）でホウ素濃度は実に
1, 559 mg/L にも達する（11. 8 節参照）。
　高いホウ素濃度を示す温泉は，成因的には化石水型
と火山発散物型に分けられる 114）。化石水型は弱アル
カリ性を示し，泉温が低い冷鉱泉（25℃未満）に多
い 113）。興味深いのは，ここでもホウ素は塩化物イオ
ン（Cl−） と き れ い な 正 の 相 関 を 示 す 点 で あ
る 111） , 113） , 114） , 119）。ただし，HBO2/Cl 比は源泉によっ
て異なり，特に高い比を示すのは道後（愛媛）をはじ
め，山陰地方の鳥取，池田，湯抱，温泉津温泉であ
る 122）。一方，火山発散物型は強酸性を示し，泉温も
70 〜 100℃と高いのが特徴である 114）。
　中国・チベットの Yangbajing 地熱水は，ホウ素

（119 mg/L）を は じ め ヒ 素（5. 7 mg/L），フ ッ 素
（19. 6 mg/L）が高いため，地熱発電プラントからの排
水が流れ込んでいる Zangbo 川では環境汚染が深刻な
問題となっている 125）。メキシコの Los Humeros 地熱
地帯の地熱流体のホウ素濃度は，地熱井によって異な
り 37 〜 536 mg/kg の範囲を示すが，その濃度に関わ
らずホウ素同位体比はほぼ一定値（−0. 8±1. 6‰）を
示す 126）。

4.	6	 海水中のホウ素濃度
　井上 127）によると，海水中のホウ素濃度は 4 〜 7 
mg/L である。この濃度（B mol/L）は塩化物イオン
濃度（Cl ‰）に比例し，B＝2. 22×10−5 Cl で表わされ
る 128）。海水の平均ホウ素濃度として，Mason and 
Moore 50）や Faure 129）は 4. 5 mg/L をあげている。
　海水中では H3BO3 あるいは B（OH）4

−としてホウ素
は存在する 114）。ところが，ホウ素のイオン半径（3 配
位＝0. 10Å，4 配位＝0. 20Å）は極めて小さいために，
ホウ素溶存種のサイズも同様に小さい。そのために，
逆浸透圧を利用して海水を淡水化する場合の技術的な
課題になっている。逆浸透膜（RO 膜）を使って淡水
化すると，蒸留水に近い純水が得られるが，ホウ素だ
けは水道水質基準値（1 mg/L 以下）や WHO 基準値

（0. 5 mg/L 以下）を満足することができないからであ
る。そこで，既設の淡水化プラントでは，通常の陸水
による上水道とブレンドし，ホウ素濃度を基準値以下
に下げる方法や，アルカリ雰囲気（pH 9. 5）でホウ酸
イオンの形態で膜処理をする方法が行われている。現
在では，さらに省エネルギーでしかも低コストを目指
した新たな逆浸透膜エレメントの技術開発が進められ
つつある 127） , 130）。

4.	7	 火山発散物及び火山表層土壌中のホウ素
　昭和新山（北海道）の噴気孔で採取された火山発散
物中にはホウ素が 0. 0044 〜 0. 033 mg/L 含まれてい
た 116）。昭和新山の西 2 km に位置する有珠火山にお

染が顕著であってヒ素濃度の極大は深度 20 〜 40 m
に現われるが，150 m 以上の深井戸になるとヒ素濃度
が急激に減少する傾向が明らかになったことによ
る 103） , 104）。
　ところが，その深層地下水の一部にホウ素が比較的
高い濃度で含まれていることが判明した。Halim et 
al. 102）によると，深層地下水中のホウ素濃度は中央値
がほぼ 0. 4 mg/L，最大値が 1. 28 mg/L を示す。水質
は Na-Cl 型を示し，ホウ素は塩化物イオンや臭素イオ
ンと正の相関を示すことから，ホウ素含有地下水は化
石水起源であろうと述べている。
⑥ カナダの隕石クレーター内のホウ素・フッ素に富む

地下水
　カナダ・マニトバ州セントマーティンには直径 23 
km の巨大なクレーターがある。これは 2 億 8 百万年
前に隕石の衝突によりできたことで知られている。意
外なことに，この周辺の井戸水からは，人間の健康に
影響するほどの高濃度のホウ素（最高 8. 5 mg/L）や
フッ素（最高 15. 1 mg/L）が検出される。これは，落
下した隕石の衝撃により，溶けた岩石やその上の赤色
層にフッ素などが多く含まれ，衝撃によって粒子サイ
ズが小さくなって表面積が増し，そのためにホウ素や
フッ素が多く溶かし込んだ深部広域地下水が限られた
場所に上昇しているためと考えられている 105） , 106 ）。

4.	5	 温泉水・地熱水中のホウ素濃度
　温泉水中にホウ素を多く含むものがある。温泉法で
は，メタホウ酸が温泉水 1 kg 中 5 mg 以上含まれてい
れば，たとえ泉温が 25℃未満であっても温泉として認
められる。ホウ素濃度に関しては，温泉水の pH が
9. 2 未満のときはメタホウ酸（HBO2），9. 2 以上のと
きはメタホウ酸イオン（BO2

−）として表示すること
が，鉱泉分析法指針 107）に定められている。
　温泉水中のホウ素濃度に関しては，1929 年及び
1940 年発行の日本鉱泉分析表 108） , 109）に非常に多くの
ホウ素の値が報告されていたことから，長年にわたっ
て地球化学者の関心を呼んできた。多賀谷 110），黒
田・多賀谷 111），多賀谷・浅利 112）は全国の温泉 486 ヶ
所でホウ酸濃度を系統的に測定した。 その後，武
藤 113），西村 114），湯原・瀬野 115），野口・中川 116），岩
崎 117），加藤・志田 118），酒井 119），福田 120）によって補足
的な研究が行われている。岩崎 117）は，日本の温泉
536 ヶ所のメタホウ酸濃度の平均値を 0. 0382 mg/L

（B＝0. 009 mg/L）と算出している。
　従来の報告値に加えて，最近 Web で公開されてい
る温泉の成分データをも集めてホウ素濃度が 10 mg/
L 以上を示す源泉をリストアップしてみたところ，北
海道から鹿児島県まで 200 以上の温泉があることが分
かった。都道府県別では，北海道（34），群馬（28），
秋田（28），青森（27），山梨（17），岩手（12）の順
に多い。泉質分析値を公表していない温泉も数多いこ
とから，現実には高濃度のホウ素を含有している温泉



表 -8 ホウ素濃度の高い温泉（B > 100 mg/L）
Table 8 Hot springs showing very high concentrations of boron in Japan
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孔 23 ヶ所の場所による差は小さい。最近の東ラウ拡
大中心における熱水の化学分析値 133）を見ても，ホウ
素濃度は 5. 4 〜 11. 9 mg/L で従来の報告値とほとん
ど変わらない。それに比べて，背弧海盆から噴出して
いる熱水はホウ素濃度が高く，南西太平洋のラウ海盆
やマリアナ・トラフでは平均 0. 81 mM，沖縄トラフに
至っては平均 2. 75 mM（＝29. 7 mg/L）を示す 132）。
　特筆すべきは鹿児島湾海底にある若尊（わかみこ）
カルデラ内で噴出している熱水で，そのホウ素濃度は
異常に高く 10 mM（＝108. 1 mg/L）を示す 134）。若尊
カルデラや沖縄トラフは，他と違って有機物を含む海
底堆積物が海底面を覆っていることから，この有機物
が熱分解されてホウ素が熱水中に混入していると考え

いて，Perez et al. 131）は山頂付近の土壌（150 ヶ所）
中のホウ素全含有量を系統的に測定し，最高 1. 3 mg/
kg の値を得た。そのホウ素全含有量の分布は一様で
なく，濃度コンターから得られた高アノマリー地点付
近からは，調査から 1 年半後に火山噴火が起きた。土
壌中のホウ素濃度分布から近い将来の噴気活動地点を
予測することの可能性が示された。

4.	8	 海底熱水系におけるホウ素濃度
　You et al. 132）は世界中の海底熱水系におけるホウ素
濃度の体系的研究を行った。それによると，太平洋中
央海嶺から噴出している熱水のホウ素濃度は 0. 36 〜
0. 70 mM，平均 0. 52 mM（＝5. 6 mg/L）で，熱水噴出



図 -3 水中におけるホウ素の化学種と pH の関係図
Fig. 3 Distribution of aqueous boron species versus pH
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の微量元素に比べて移動度が高いと思われる。そこ
で，ホウ素の土壌・地下水中での吸着・移行挙動をよ
り詳細に明らかにするために五十嵐・下垣 137）は異な
る 3 方法（バッチ試験，ミニカラム試験，大型ライシ
メータ試験）で土壌への吸着挙動を検討した。その結
果，ホウ素の吸着はヘンリーの式で評価できること，
共存イオンの影響を受けないこと，弱アルカリ性で最
大吸収量を示すことを確認した。さらに，このことか
ら 20 mg/L 程度以下の比較的低濃度のホウ素の地中
移行挙動は，地下水の pH 変化を伴わない場合，土壌
固有の分配係数をバッチ試験のような簡便な方法で測
定すれば溶出ホウ素の移行を予測・評価できると結論
した。

5.	3	 土壌構成鉱物によるホウ素の吸着特性
　農業地の土壌の pH は一般に 3 〜 9 を示す 138）。そ
の土壌によるホウ素の吸着にとって最も重要なのは酸
化アルミニウム及び酸化鉄である 139）。酸化アルミニ
ウムにはギブサイト（Al（OH）3），ベーマイト（AlO

（OH）），非晶質水酸化アルミニウム（Al2O3・nH2O）等
が，ま た 酸 化 鉄 に は 赤 鉄 鉱（Fe2O3），磁 鉄 鉱

（Fe3O4），ゲーサイト（FeO（OH）），非晶質水酸化鉄
（Fe2O3・nH2O）等がある。これらの鉱物について，
Goldberg and Glaubig 139）はバッチ法によるホウ素の
吸着実験を行った。その結果，いずれの鉱物も pH 4
付近からホウ素の吸着量は上昇して pH 7 〜 8 付近で
最大に達し，pH 8 〜 10 では降下するベル型の吸着特
性を示すことが明らかになった。ここで特に注目され
るのは，非晶質水酸化アルミニウム及び非晶質水酸化
鉄によるホウ素の吸着量は際立っていて，その他の鉱
物にくらべて 5 〜 10 倍も高い値を示した点である。
この理由は表面錯形成モデルを用いて吸収データから
近似的に求められた極限錯形成定数によって説明され
た 139）。なお，ここでいう非晶質とはＸ線回折で明瞭
なピークを示さないものを意味している。
　坂田 140）は，北海道から静岡県までに分布する 10 種
類の土壌試料についてホウ素の吸着実験を行い，分配
係数 Kd を測定した。その結果，黒ボク土 3 試料と褐
色森林土 1 試料のみが高い値（Kd＝7 〜 18）を示し
た。さらに，Kd 値と粘土含有率，全炭素量，可溶性
Fe 及び Al 量との関係を検討した。その結果，ホウ素
の Kd 値は可溶性 Al 量，すなわち土壌中に主に無定形
の水和酸化物やアロフェン（無定形の珪酸アルミニウ
ムからなる粘土鉱物）として存在する Al 量，との間
に高い正の相関があることを見出した。一般に黒ボク
土のような火山灰土壌では遊離の Al 水和酸化物やア
ロフェンが多量に含まれていることが知られているの
で，この種の土壌はホウ素吸着効果が期待できる。
　ところで，粘土鉱物自体は粒径が小さく表面積が大
きいために，水（間隙水）に接していれば表面電荷

（変異電荷または pH 依存電荷ともいう）を持つ。そ
のため pH に対してベル型の吸着特性を示す。しか

られている 134）。

5.	 	ホウ素の化学態と吸着特性

5.	1	 ホウ素のpHによる化学態変化
　ホウ素は岩石や水の中では常に酸素と結合している
が，この結合は H3BO3 または B（OH）4

−のいずれかで
あり，還元化学種は存在しない。H3BO3 は非解離物質
であり，熱すれば順次水を失い HBO2 を経て B2O3 に
なる。水中における H3BO3 と B（OH）4

−の安定関係は
下記の式で表わされ，常温での酸解離定数（pKa）は
9. 25 である 130）。したがって，高 pH 域（pH > 9. 25）
では B（OH）4

−が，低 pH 域（pH < 9. 25）では H3BO3

が優先種として存在する（図 -3）。ただし，pH 境界
値は溶液の塩濃度の上昇とともに図 -3 のように下が
る 135） , 136）。

　H3BO3＋H2O＝B（OH）4
−＋H＋（pKa＝9. 25）

5.	2	 ホウ素の地中移行特性
　図 -3 から明らかなように，水中におけるホウ素

（ホウ素濃度が 0. 025 M＝270 mg/L 以下の場合）は，
pH が 7 以下では H3BO3 として，pH が 12 以上では
B（OH）4

−として存在する。pH が 7 〜 12 のときは，
pH が上昇するにつれ B（OH）4

−/H3BO3 の比が増加す
る。そのとき，pH＝9. 25 で両化学種のモル分率は等
しくなる。したがって，弱アルカリ性の水溶液（7 < 
pH < 12）の場合，その水溶液中にたとえアルミノケ
イ酸塩鉱物や水酸化鉄鉱物が共存していても，それら
の表面電荷はマイナスに帯電しているために B（OH）4

−

は吸着されず，主に有機物（脂肪族や芳香族）と結合
している。一方，酸性の水溶液（pH < 7）の場合，
H3BO3 は電荷を帯びていないため，鉱物類には吸着さ
れにくい。このような理由により，ホウ素は一般的な
地下水（pH 6. 5 〜 7. 5）中ではその大部分が荷電を有
しない形態，すなわち H3BO3 で存在することから，他
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因として，後者の重いホウ素は海底堆積物が太平洋プ
レートの沈み込みによって日本列島の地殻に付加され
たことによってもたらされたと考えた。
　この考えは，第四紀玄武岩のホウ素含有量が火山フ
ロントに近い火山ほど高い（3. 5 節参照）という事実
から導かれたシナリオと調和的である。さらに，ホウ
素同位体組成（δ11B）で比較すると，島弧火山岩は中
央海嶺玄武岩（MORB）よりも正の値を示した。言い
換えるとδ11B はホウ素（B/Nb で規格化した値，3. 5
節参照）と正の相関を示すのである。このことからも
ホウ素に富む海洋堆積物や変質海洋地殻が海洋プレー
トの沈み込みによって島弧マグマに取り込まれたこと
が裏付けられた 149）。

6.	3	 雨水中のホウ素の起源
　Sakata et al. 150）は，日本海沿岸の 3 か所において雨
水を 2006 年 3 月までの 4 年 3 か月間連続して採取し，
水質分析とホウ素同位体分析を行った。その結果，年
間平均ホウ素濃度は 3. 6×10−3 mg/L（秋田県能代
市），2. 9×10−3 mg/L（石川県中能登町），2. 9×10−3 
mg/L（長崎県松浦市）を示した。一方，ホウ素同位体
組成（δ11B）は 3 か所とも最大値＋39. 5‰，平均値
＋26 〜＋28‰であった。最大値は海水のδ11B に一致
し，平均値は北太平洋域で採取された降水のδ11B に
近似している。また，3 か所ともδ11B と（nss-SO4

2−

/B）×103 との間に明瞭な負の相関が認められた。こ
れらのデータから，雨水中のホウ素は 2 つの端成分を
起源として，両者の混合で説明できる。第 1 は海水起
源の雨水（δ11B が高く，nss-SO4

2−/B＝0），第 2 は人
為汚染を受けた雨水（δ11B が低く，nss-SO4

2−に富
む）である。そして，後者については長距離輸送モデ
ルの成果を適用して，アジア大陸における石炭燃焼に
よるホウ素と結論した。
　Zhao and Liu 90）は中国貴陽市において降水中のホ
ウ素濃度（4. 3 節参照）を求め，さらにホウ素同位体
比を求めた（δ11B＝2 〜 30‰）。そして，ホウ素の起
源を海水，有機物やバイマス，石炭燃焼の 3 者と仮定
し，それぞれについてホウ素濃度とホウ素同位体比を
求めて，3 者の混合百分率としてそれぞれ 32％，49
％，19％を得た。このことから，貴陽市の大気環境は
人為汚染の影響を強く受けていると結論し，さらに，
ホウ素同位体比は人為汚染源を特定する上で非常に感
度のよい観測武器になると指摘した 90）。

6.	4	 温泉水中の溶存成分の起源
　Oi et al. 151）は，鹿児島県指宿地域に分布する温泉水
を 37 か所の泉源で採取し，ホウ素同位体比を測定し
た。その結果，δ11B 値は＋2. 1 〜 39. 4‰の広い範囲
を示し，各種温泉水のホウ素並びに含まれる溶存成分
の起源は火山ガス（約＋6‰）と海水（＋39‰）の混合
で説明された。この結果は従来の見解 152） , 153）を支持
している。

し，粘土鉱物によるホウ素の吸着量は非晶質水酸化ア
ルミニウムや非晶質水酸化鉄にくらべれば極めて少な
い 141） , 142）。

5.	4	 水溶液からのホウ素除去
　水溶液からホウ素を除去するために種々のホウ素吸
着剤が開発されているが，その場合の重要な点は，ホ
ウ素の分配係数（吸着された量（mg/kg）÷水溶液濃
度（mg/L））の pH 依存性である。
　ホウ素の分配係数は酸性から弱アルカリ性では pH
の増加とともに増加し，pH 9 付近で最大値を示すが，
それよりもアルカリ性（pH > 9. 2）になると分配係数
は逆に減少する。この傾向はすでに多数の研究で知ら
れており，酸性─弱アルカリ性領域では H3BO3 より
も B（OH）4

−の方が吸収されやすいが，さらにアルカ
リ性が強くなると OH−イオンと B（OH）4

−とが競合す
るためと説明されている 138） , 139） , 141 〜 143）。
　いくつかの吸着剤の pH 依存性を見てみよう。50
年以上も吸収精度の高さを誇る n- メチルグルカミン
の場合，pH が酸性から弱アルカリ性に変化するにし
たがって水中のホウ素除去率は上がるが，pH が 9 を
超すと低下する 144）。アミン基修飾タンニンゲルも同
様で，pH が 9 から 11 に上昇するにしたがってホウ
素除去率が上がる 145）。天然産粘土であるベントナイ
ト，イライトやセピオライを，変性剤の一種であるノ
ニルアンモニウム・クロリドで処理したものはホウ素
除去剤として効果があるが，この場合も吸着能は pH
によって大きく変わるので pH 調整が必要である 146）。

6.	 	ホウ素同位体分析による研究成果

6.	1	 海洋堆積物におけるホウ素濃集機構
　海成の砕屑性堆積物や堆積岩にホウ素は多く蓄積さ
れている（3. 3 節）が，それはなぜか，ホウ素はどのよ
うな機構で取り込まれるのか，という疑問に対して古
くから多くの論争がなされてきた。最近，この問題に
対しては，ホウ素同位体研究からのアプローチが新た
な展開を示してきた。
　Schwarcz et al. 147）はイリノイ州産のイライト試料
を合成海水に浸す室内実験を行い，イライトはホウ素
を吸着すること，さらにホウ素中の 11B よりも 10B を
30 〜 40‰も多く取り込むことを明らかにした。そし
て海水が 11B に富むのは，海底堆積物中の粘土鉱物

（イライト）が海水からホウ素を吸着するときに同位
体効果が生じるためと結論した。

6.	2	 島弧マグマ中のホウ素の起源
　Nomura et al. 148）は日本の多くの活火山において噴
気ガスを採取し，その凝縮水についてホウ素の同位体
の量比（11B/10B）を測定した。その結果，東北日本弧
及び琉球弧の火山ガスは 4. 07 を示すが，伊豆─マリ
アナ弧の火山ガスは 4. 11 と高い値を示した。その原
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グの式やグローバーの式を用いて限界揚水量を算定し
て地下水の塩水化を防止するための対策を行ってい
る 157）。
　沿岸付近の地下水が過剰な汲み上げによって水位低
下を引き起こすと，塩水の侵入を招く。その結果，地
下水の塩分濃度が上がりイオン強度が上昇すると，そ
れが引き金になって帯水層内の基質を占める粘土に吸
着していたホウ素が脱着しやすくなる。したがって，
沿岸地域の帯水層中の粘土量はホウ素による地下水汚
染を評価するうえで重要な要素になり得る 79）。

7.	2	 地熱水による地下水のホウ素汚染
　日本における地熱水や温泉水による地下水ホウ素汚
染についての研究事例が見つからないので，ギリシャ
における事例を引用し，どのような調査手法から結論
が導かれたかを見てみよう。Dotsika et al. 158）による
と，ギリシャ国の中央マセドニア地方の地下水は EU
の飲料水基準（1 mg/L）を超えていて，最高 6. 45 
mg/L に達している。ホウ素の起源を解明するため
に，地下水の安定同位体（酸素，水素，ホウ素，ストロ
ンチウム，硫黄）が測定された。その結果，δ11B は 0
〜 1‰を示し，地熱地帯の熱水の組成に近似し，また
Cl/B 比は海水のそれに比べて低いことから，ホウ素
は地熱水起源であり，地下水が深層循環する過程で火
成岩との水─岩石相互作用を反映していると考えられ
た。また 87Sr/86Sr 比は，ストロンチウムの起源が深層
地下水の帯水層母岩である花崗閃緑岩であり，石灰岩
を帯水層とする浅層地下水はδD 及びδ18O から天水
起源であることが判明した。

8.	 	ホウ素による人為汚染事例

8.	1	 人為起源のホウ素
　地下水の環境基準にホウ素およびホウ素化合物が新
たに測定対象項目として追加されたのは平成 9 年

（1997 年）であり，これを受けて排水基準についても
平成 13 年（2001 年）に水質汚濁法が定められた（表
-5 参照）。しかし，排水基準はその後長らく暫定基準
で運用されている（表 -5）ので，顕著な排水汚染事例
は少ないようである。一方，平成 15 年（2003 年）に
土対法が定められたことから，ホウ素による土壌汚染

（特に溶出量の基準値超過）が知られるようになった。
　人為起源のホウ素としては，金属表面の処理工場・
ガラス工場・エナメル工場等からの排水，石炭焼却灰
の処分施設，半導体等を生産する工場等が考えられ
る 136）。事実，大阪市の製薬工場，川崎市の食品工場，
四日市市の化学工場，大阪市の塗料工場等から地下
水・土壌汚染が見つかっている 159）。
　海外では，肥料や殺虫剤，また家庭用洗剤に用いら
れているホウ素が原因で地下水や排水が過度に汚染さ
れている事例が散見されるが，わが国ではこれが問題
になった事例は少ないようである。

6.	5	 食料品の産地判別
　日本人の主食であるコメは，ある時期，ブランド米
の市場価格が高騰したために，産地虚偽表示が顕在化
して社会問題になったことがある。そのため新食糧法

（改正 JAS 法）が施行され，平成 13（2001）年度から
コメの品種，産地，産年の表示が義務づけられた。そ
の施行に際して，農業環境技術研究所においてコメの
品種と産地を科学的に判別する技術開発がすすめられ
た。その結果，ホウ素及びストロンチウムの同位体比
を測定すれば，国内産米，中国・ベトナム産米，カリ
フォルニア産米，オーストリア産米等の判別が可能で
あることが示された 154）。
　Coetzee and Vanhaecke 155）は南アフリカ，フラン
ス，イタリア産のワインについてホウ素同位体比を測
定し，この方法が産地の識別に有効であることを明ら
かにした。
　コメやワイン以外にも牛肉やミルク，チーズなど多
くの食料品についても，多元素分析と各種安定同位体
比測定を組み合わせることによって産地を特定する方
法が数多く提案されている 156）。

7.	 自然由来ホウ素による地下水汚染事例

7.	1	 海岸域における地下水塩水化とホウ素汚染
　海岸付近では，地下水を汲み上げ過ぎると，海水が
混ざり塩水化が生じる。淡水と塩水では微妙な密度差

（約 0. 03 g/cm3）があるために，海水は地下水帯水層
の下層部に侵入してくることから塩水侵入と呼ばれ
る。塩水侵入の形状がくさび（楔）状であることから
塩水域は塩水くさびと呼ばれる。海水は潮汐や風等に
より水位が変動するし，地下水も降水や揚水等によっ
て水位が変わり，さらに流動している。そのために，
塩水地下水と淡水地下水の間には両者が混合した気水
域が形成される 157）。
　海岸帯水層から地下水を揚水すると，淡水域の圧力
水頭の低下により汽水域が上昇する。海水にはホウ素
が高い濃度（4. 5 mg/L）で含まれているため，汽水域
の地下水のホウ素濃度は淡水よりも高い。これが海岸
付近の地下水汲み上げにより生じるホウ素汚染であ
る。
　フッ素濃度も同じで，気水域の地下水では海水起源
のフッ素による汚染がしばしば認められる。ただし，
興味深いことは，気水の水質は海水と淡水（地下水）
との機械的な混合に比べて，相対的に Ca2＋に富み，
Na＋や SO4

2−，K＋，B は減少している点である。これ
は，帯水層内での地下水は次第に水─岩石相互作用が
進行するためであり，特にホウ素の場合はある種の粘
土鉱物に吸着され易い 96） , 146）からである（11. 6 節参
照）。
　環境地下水学分野では通常汽水域を無視して，淡水
地下水と塩水地下水はシャープな界面（塩水─淡水界
面）を境にしていると見なし，ガイベン・ヘルツベル
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の基準に直ちに対応できない業種については猶予期間
が与えられ，その間暫定排水基準（表 -5）が適用され
ている。
　ところが，その業種に温泉旅館が含まれていたので
大きな社会問題になった。というのは，上記のように
温泉水にホウ素を高濃度（11 〜 1, 559 mg/L）含む例
は少なくなく，その温泉をかけ流しで利用している旅
館は多いからである。さらに深刻な問題は，排水から
ホウ素を除去し処理するためには，装置の面で莫大な
費用がかかる（11. 8 節参照）。したがって，現状のま
まで猶予期間が終了すれば旅館業の死活問題にもなり
かねないからである。
　環境省はフッ素・ホウ素除去装置のコストに見合う
技術開発支援を環境技術実証事業（フッ素等廃水処理
技術分野）41）として行ってきたが，平成 18 年度に 2
件の実証試験データが公表されただけで，技術の認
証・認可は実現せず，暫定基準の適用をさらに 3 年間
延期して平成 25 年 6 月末までとした。

11.	 	ホウ素含有水の処理システム

　ホウ素の処理方法には，①電気凝集法，②吸着処理
法，③溶媒抽出法，④減圧蒸発固化法，⑤膜分離法，⑥
鉱物系吸収資材法などが知られ，これらを組み合わせ
て用いる場合もある 136） , 164） , 165）。ただし，実用化され
ている例は少なく，今後の改良あるいは新たな開発の
余地が多い技術といわれている。

11.	1	 電気凝集法
　文字通り凝集剤を用いてホウ素を電気的に凝集・沈
殿させる方法である。ホウ素は一般に水溶液中ではホ
ウ酸（H3BO3）として存在するので，溶液をアルカリ
性にしてホウ酸イオン（B（OH）4

−）に変える必要があ
る（図 -3 参照，）。そのために，消石灰（Ca（OH）2）を
添加して溶液をアルカリ性にし，さらに凝集剤である
硫酸アルミニウム（Al2（SO4）3，硫酸バン土ともいう）
を加えて，エトリンガイト（3CaO・Al2O3・3CaSO4・
32H2O）を生成・沈殿させている。エトリンガイトの
SO4

2−はホウ酸イオンと容易に置換するので，溶液中
のホウ素が効率的に除去される 136） , 164）。
　堀内・川口 166）は，ホウ素濃度が 5 mg/L 以下の地下
水の電気凝集法による処理に対しては，アルミニウム
電極に代えて鉄電極材を採用することによって除去率
80％を達成できること，また，ホウ素濃度が 25 mg/L
以上の地下水に対しては，塩化マグネシウムを添加す
ることによって環境基準値以下に低減できることを示
した。
　電気凝集処理は消費電力が小さい。そのため，コス
トが比較的安い点が長所である。今後は，太陽光など
の自然エネルギーを活用した低環境負荷型の水処理技
術の開発が期待される 166）。短所としては，ホウ素濃
度にもよるが，多量の凝集剤が必要であり，結果的に

8.	2	 愛知県常滑市の事例
　2002 年に，愛知県常滑市の陶器工場の地下水から
56. 7 倍のホウ素が検出され，土壌汚染も確認された。
過去に使用したほうろう浴槽の釉薬が原因と考えられ
たが，周辺地域への拡散は認められなかった 159）。

8.	3	 大阪市北区の事例
　2003 年 2 月，大阪市北区梅田の超高層マンションを
建設する予定地の土壌から，環境基準を上回る鉛・ヒ
素・フッ素・ホウ素が検出された。予定地は，関西琺
瑯（ほうろう）工場跡地であり，ほうろうや魔法ビン
の原料や顔料に鉛・ヒ素・フッ素・ホウ素・水銀・カド
ミウム等の化合物を使用したり，ほうろう製品の廃棄
物を敷地内に埋めたために，土壌が人為的に汚染され
たと推定された 160）。調査の結果，深度 7 m のシルト
層まで汚染が及んでいたため，汚染土壌の全量掘削除
去と地下水揚水処理が実施された 160） , 161）。

9.	 	土壌溶出量，含有量の基準値の設定根拠

　ホウ素の基準値 1 mg/L の根拠は次のように説明さ
れている。ラットを用いた催奇形性試験による最大無
毒性量（NOAEL）9. 6 mg/kg/day に基づき，不確定
係数 100 を適用して，耐容一日摂取量（TDI）0. 096 
mg/kg/day が設定された。次に，TDI に水の寄与率
40％，体重 50 kg，飲用量 2 L/day として，基準値（環
境基準値，水道水質基準値）は 1 mg/L 以下とし
た 35）。これらの基準値にしたがって，土対法の土壌溶
出量の基準値も 1 mg/L 以下と定められている。
　なお，環境基準は毎日 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影響を及ぼさない水
準を基にしているのであって，一時的に基準をある程
度超えても直ちに健康上の問題に結びつくものではな
い，という厚生労働省の見解 162）は分析値から健康リ
スクを判断する上で重要である。
　一方，土壌含有量基準は，環境省における「土壌の
含有量リスク評価検討会報告書 163）」の中で要措置レ
ベルとして示されていて，ホウ素の場合，TDI の 10
％程度を割り振ると 4, 000 mg/kg となると説明され
ている。なお，ここでの健康リスクは，土壌及び巻き
上げられた土壌粒子の皮膚吸収や口からの土壌粒子の
摂食を意味している。

10.	 	水質汚濁防止法と温泉排水の問題

　上述（8 章）のように，水質汚濁防止法が 2001 年
（平成 13 年 7 月）に改正され，ホウ素はフッ素や硝酸
性窒素とともに新しい排水基準の規制対象になった。
ホウ素の場合 10 mg/L（海域に排出する場合は 230 
mg/L）以下というのが新たな排水基準である（表
-5）。この法律は，工場や事業所等からの排水中のホ
ウ素などの濃度を規制するのが本来の目的である。そ
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11.	6	 鉱物系吸着資材法
　環境省により，2008 年の環境技術実証モデル事業

（ETV）として選定された方法にボロン -C ホウ素除
去システムがある。㈱ソフィアが開発した方法であ
る。同社の紹介記事 165）を見ると，二液混合型の資材
を添加してホウ酸イオンを沈殿させる一種の凝集沈殿
法のようであるが，資材についての詳細は明らかでな
い。
　Karahan et al. 146）は粘土鉱物であるベントナイト及
びイライトに塩化ノニルアンモニウムを表面修飾した
鉱物系資材を開発し，それが水溶液からのホウ素の吸
着除去に効果があることを実証的に示した。
　福永ほか 173）は火山性土壌混合物（赤玉土にクリス
トバル岩を 1：1 に混合）を用いて，これに消石灰や硫
酸アルミニウムを少量加えて 30 分間反応させたとこ
ろ，ホウ素含有水の濃度が大幅に減少したと報告して
いる。同様に，有馬ほか 174）は火山灰によるホウ素の
溶出低減効果について報告している。この場合，ある
トンネル工事で発生した岩盤ズリ（白亜紀の石灰質泥
岩）から基準値をこえてホウ素が溶出した（1. 12 mg/
L，pH＝10. 8）ことから，非晶質アルミニウム・鉄を
多く含む火山灰を吸着層として用いた場合の効果を室
内カラム試験で評価・検討した。その結果は良好で，
火山灰の pH 緩衝能が作用したために浸出水の pH は
中性付近で安定し，それによってホウ素濃度は低減し
たと考えられた。
　村上ほか 175）は，ハイドロタルサイト（Mg-Al-Cl
型合成ハイドロタルサイト）によるホウ素の吸着実験
を行った。その結果，ハイドロタルサイトは希薄溶液

（10 mg/L 以下）の場合，ホウ素を短時間で吸着する
ことを明らかにした。ただし，吸着はハイドロタルサ
イトによるものではなく，その一部が崩壊して生じた
水酸化アルミニウムによると推察した（5. 3 節参照）。

11.	7	 水耕栽培植物による方法
　田村ほか 176）は，排水中のホウ素低減策として水耕
栽培植物を活用する方法を検討した。先ず，約 50 種
の植物から水耕栽培法に適し，しかもホウ素に対する
抵抗性のある植物を選定し，次に選定された植物につ
いてホウ素を含む培養液中でホウ素吸収能（ホウ素処
理能力）を調べた。その結果，ナスタチュウム，コナ
ギ，クールミント，ツユクサ，セリ，オランダガラシ等
がホウ素の排水処理に利用できることを明らかにし
た。

11.	8	 温泉排水処理の実証実験
　環境省は平成 20 年度に開いた検討会において，優
先的にホウ素・フッ素等の排水対策を進めるべき温泉
地を選定した。選定条件は，排水中のホウ素または
フッ素濃度が非常に高い，及び排水中の共存物質の種
類が多くて濃度も高いである。これを受けて翌年度に
は，実施試験実施企業を公募した。応募してきた 8 社

汚泥発生量も多量になることである。この点を改善す
るために，セッコウを添加し pH を 10 〜 13 に調整す
ると，ホウ素除去率が向上するという提案 164）もある
が，さらなる検討が必要である。

11.	2	 吸着処理法
　吸着剤によってホウ素を吸着除去する方法である。
吸 着 剤 に は イ オ ン 交 換 樹 脂，酸 化 マ グ ネ シ ウ ム

（MgO），酸化ジルコニウム（ZrO2），酸化セリウム
（CeO2），酸化アルミニウム（活性アルミナ），活性炭，
シリカゲルなどが用いられている 136） , 167）。特に水酸
化セリウム（Ce（OH）4）はホウ素除去率が極めて高
い 168）。
　なお，酸化マグネシウムを用いた場合，処理過程で
2 次的に Mg（OH）2 が生じるとホウ素吸着効果が減少
するが，酸化マグネシウムに「おが屑」を混ぜて使う
とカルボン酸が溶出し，吸収効果が改善されるとい
う 169）。
　最も吸着選択性が良く，各樹脂メーカーが採用して
いるのがキレート樹脂（n- メチルグルカミン基を含
むキレート樹脂，5. 4 節参照）である 170）。使用後の樹
脂は酸を通水して再生でき，ホウ素が回収できる点及
び汚泥を発生しない点が長所である。一方，短所は吸
着量に限界があり，再生コストが高い点である。ホウ
素を吸着したイオン交換樹脂から回収する技術とし
て，早川 171）は 2・3 のリサイクルシステムを紹介して
いる。

11.	3	 溶媒抽出法
　水には溶けにくい溶媒を用いて水中のホウ素を抽出
除去する方法である。抽出剤には，ホウ素を物理的に
溶解する薬剤，ホウ素と反応して中性のエステルをつ
くる薬剤，高 pH 域でホウ素と反応して沈殿を形成す
る薬剤に分けられる。ホウ素を沈殿物（結晶）として
回収するので，除去率も高いが，溶媒による 2 次汚染
に 対 す る 注 意 が 必 要 で あ る。 コ ス ト は 高
い 165） , 170） , 172）。

11.	4	 減圧蒸発固化法
　排水を減圧状態で加熱し，水分を蒸発させ，ホウ素
を残渣として除去する方法である。大型プラント運転
になるため，電気等の消費が大きくコスト高であ
る 41）。

11.	5	 膜分離法
　海水淡水化装置で使われている方法である。逆浸透

（RO）膜を用いて排水中のホウ素を濃縮水へと移動さ
せ，さらに得られた濃縮水を水分蒸発固化などの方法
により再処理する 41）。ランニングコストが高いのが
難点である 165）。
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地下水を採取し，2・3 の室内実験をもとにトリ─タビ
リティ試験を事前に行っている。

13.	 	廃棄物埋立処分場におけるホウ素問題

13.	1	 廃棄物埋立処分場の浸出水中のホウ素
　国立環境研究所と地方自治体との共同で行われた廃
棄物処分場浸出水の全国一斉調査（1994 〜 1997 年
度）によると，一般廃棄物か産業廃棄物かを問わず，
ほとんどすべての埋立地において浸出水が高濃度のホ
ウ素（0. 13 〜 84 mg/L，中央値 1. 4 mg/L）を含有す
ることが明らかになった 183）。引き続き行われた調査

（1998 〜 2000 年度）では，ある特定の一般廃棄物埋立
処分場を対象として浸出水中のホウ素濃度が長期間

（15 カ月間）モニタリングされた 184）。その結果，期間
中の代表値（中央値）としては，浸出水 1. 3 mg/L > 
沢水 0. 062 mg/L > 降水 0. 0021 mg/L が得られた。
降水中のホウ素は，水の蒸発散量を無視した場合，土
壌を浸透することで約 30 倍，廃棄物を浸透すること
でさらに 20 倍濃度が上昇するといえる。また，浸出
水中のホウ素の起源は廃棄物にあり，その起源は統計
学的な手法から焼却灰，飛灰，鉱滓，ガラス・陶磁器
屑，FRP と推測した。
　一方，長谷川ほか 185）は様々な廃棄物中のホウ素全
含有量及び溶出量（環境省告示 46 号試験法に準拠）
を測定し，以下のように結論している。①廃棄物中の
焼却灰，燃えがら，飛灰，ばいじん，鉱滓等のホウ素含
有量中央値は約 100 mg/kg で，他の廃棄物よりも有
意に高いが，それでも土壌平均の 3 倍程度である。②
浸出水中のホウ素の起源としては，含有量よりも溶出
濃度の高い廃棄物である燃えがら，ばいじん，フライ
アッシュ，鉱滓，ガラス・陶磁器屑，FRP に注目すべ
きである。

13.	2	 石炭灰中のホウ素の洗浄除去と不溶化
　最終処分場に石炭灰を埋め立てると，石炭灰中のホ
ウ素が溶出し，その濃度が排水基準をも超えることが
多い。その対策として，石炭灰からホウ素を除去する
方法及び石炭灰中のホウ素を不溶化する方法が提案さ
れている。
　甚野・久保 186）は石炭灰を埋立処分する前に，石炭
灰を洗浄してホウ素を除去するための検討を行った。
石炭灰試料は粒子密度が 2. 20，2. 28，2. 39 g/cm3 の
3 種類があり，いずれも石英及びムライトを主成分に
し，微量成分として酸化カルシウム，酸化マグネシウ
ム，ルチル等を伴っていた。洗浄液としては水道水，
海水，硫酸マグネシウム液，塩酸，シュウ酸等が，また
固液比，洗浄回数，洗浄温度，撹拌時間等を様々な条
件に設定して実験が行われた。その結果，希塩酸で洗
浄することによって石炭灰中のホウ素の大部分が除去
できることが明らかになった。
　引き続き甚野・久保 187）は，石炭灰からのホウ素の

11 技術の中から，ホウ素処理に対しては，① n- メチ
ルグルカミン基を結合させた樹脂を用いる吸着技術，
及び②粉体の無機性天然鉱物をペレット状にした「ア
ドソープ」を用いる吸着技術を選定し，新安比温泉と
松代温泉根で実証実験を行った。その結果，イニシア
ルコストは約 2. 4 〜 2. 5 千万円，年間のランニングコ
ストは 6. 6 〜 8. 7 千万円と試算された 177）。

12.	 	ホウ素汚染土壌の浄化

12.	1	 ファイトレメディエーション法
　ファイトレメディエーションとは植物を用いた浄化
方法である。土壌中のホウ素は，植物の根や茎にくら
べて葉への集積度が高い。特に，木本類ではヤマグ
ワ，エノキ，ムクノキ，ニワトコ，キョウチクトウなど
が，また草本類ではヨウシュヤマゴボウ，ブタクサ，
ツユクサが有効である 178）。ホウ素汚染水の浄化に対
しては，サンショウモ（Salvinia natans）が有効である
というポーランドにおける報告 179）がある。サンショ
ウ（山椒）の葉に似た浮遊性水生シダで，わが国でも
本州以南の水田や湖沼に自生する。

12.	2	 バイオレメディエーション法
　バイオレメディエーションとは生物を用いた浄化方
法であり，広義にはファイトレメディエーションをも
含むが，微生物による浄化に限定して用いることもあ
る。
　上述（3. 8 節）したように，シアノバクテリアはカ
ルサイトを作りだすことによってホウ素を沈殿させ，
温泉水中のホウ素濃度を軽減する働きがある。これに
よって温泉水中のホウ素の 40％が除去されている事
例があり，今後のホウ素処理システムとしての検討が
望まれる。
　Miwa and Fujiwara 180）はトルコのホウ素汚染土壌
等からホウ素を効果的に蓄積するバクテリアを分離し
特定することに成功した。一方，生物の遺伝子レベル
では，ホウ素を輸送する媒体（トランスポーター）が
解明されていなかったため，生物のホウ素吸収や輸送
を制御することは不可能とされていた。しかし，最近
になってホウ素の輸送活性を持つ遺伝子が単離され，
人為的にホウ素輸送を制御する技術へと発展する可能
性が出てきた 36） , 181）。この分野における今後の研究が
期待される。

12.	3	 原位置での通水洗浄による浄化
　上述したように，土壌中のホウ素が H3BO3 で存在
する場合は土粒子に吸着されずに地下水によって拡散
される。この理由から，三浦ほか 182）はホウ素汚染土
壌に対して原位置洗浄法が有効であろうと考え，原位
置での通水洗浄の実証実験を行った。結果は良好でホ
ウ素汚染地盤が浄化されることが示された。ただし，
彼らは実証実験に先立って，現地の帯水層の土壌及び
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