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［要約］ 

＜調査目的＞ 

 地下水の水質汚濁に係る環境基準が平成９年に制定されて以来、環境基準の達成または

維持のために、自治体による地下水の常時監視や、事業者による自主的対策等、各種対策

が実施されている。しかし、平成 15 年度の地下水の測定結果での環境基準の超過率は、

平成 14 年度の超過率 6.7%を上回る 8.2%であり、より一層の地下水汚染対策の推進が必

要とされている。 

 地下水はいったん汚染されると、対策を要する範囲が広範となり、環境基準以下の濃度

が維持されるまで継続して対策を講じる必要がある。そのため、地下水汚染対策に要する

期間の長さとコスト負担が対策実施の際の阻害要因になっており、汚染源を特定するため

の手法や浄化技術、さらにはモニタリング等について、効率的かつ効果的な対策手法や対

策技術が求められている。 

 以上の状況を踏まえ、今後の地下水汚染対策技術の振興に資するため、地下水汚染対策

技術の状況と技術開発の現状及び動向について調査を行った。 

 

＜第１章 地下水汚染対策等の現状＞ 

地下水は、土壌層を通過してくる間に、地中の微生物による有機物の分解、イオン交換、

ろ過等の浄化作用をうけるため、一般的に良質である。また、その汲み上げに大規模な供

給施設を必要としない等の特徴から、様々な用途に利用されている。 

地下水は全国の水使用量の約 1 割以上を占めており、そのうち都市用水（生活用水＋工

業用水）の使用量が大変大きく、各用途における地下水依存率をみると、生活用水では約

２割、工業用水では約３割、使用されていることがわかり、重要な資源のひとつであるこ

とがわかる。 
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地下水の水質汚濁に係る環境基準は、平成 9 年に設定された。当時、地下水における有

害物質による汚染が各地で顕在化したことや、地下水の流速が遅いために、希釈拡散によ

る自然浄化が極めて難しいこと等の背景から、環境基本法に基づく環境基準の設定が必要

となったためである。 

環境基準の項目については、公共用水域の水質環境基準と整合性を持たせるため、公共

用水域と同じカドミウム、鉛等の 26 物質となっており、その評価基準も同じである。 

 環境基準の達成状況の評価は、基準値が長期摂取による健康影響を考慮して設置されて

いる項目については、年間平均で判断し、急性毒性が懸念されるもの（全シアン）は、最

高値で評価することとなっている。 

 

水質汚濁防止法に基づく地下水質の調査方法については、平成元年に環境庁（当時）か

ら「地下水質調査方法」として通知が出されている。各都道府県知事は、地下水の水質状

況を常時監視することになっており、毎年作成する測定計画に従って水質測定が実施され

ている。平成 15 年度に実施された地下水の水質測定結果では、調査を実施した井戸 5,129

本のうち、421 本の井戸において環境基準の超過が見られた。 

 水質汚濁防止法に基づく水質調査は、地域における地下水質の概況を把握することを目

的とし、年次計画を立てて実施される概況調査、地下水汚染が発見された場合、その汚染

範囲を把握するために実施することを目的とした汚染井戸周辺地区調査、汚染井戸周辺地

区調査により確認された汚染の継続的な監視を目的とした定期モニタリング調査がある。 

平成 15 年度末までに都道府県等が把握した地下水汚染判明事例は、4,223 件あり、その

うち、平成 14 年度末時点で環境基準を超過した井戸が存在する数は、2,844 件（累積）で

あった。なお、要監視項目については、水質汚濁防止法における地下水質測定において、

いずれの項目についても超過はみられていない。 

揮発性有機化合物については、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びその分

解物のシス－1,2－ジクロロエチレンにおける超過事例数が多い。これまでに判明した汚染

源は、工場・事業場における溶剤タンクや配管からの漏出、不適切な廃棄物処理等である。 

重金属等の超過事例数としては、砒素、ふっ素、ほう素、総水銀における超過事例が多

い。岩石や土壌等からの溶出による自然由来のものが多く、超過事例の約 8 割を占めてい

る。 

 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素については、地下水の水質汚濁に係る環境基準の他の基準項

目に比べ、高頻度・高濃度で地下水から検出され、環境基準の超過率が高い。平成 15 年

度の地下水の測定結果においては、調査対象井戸 4,288 本のうち 280 本(6.5%)が環境基準
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を超過していた。また、平成 15 年度末までの累積の環境基準超過事例 2,844 件のうち、

硝酸性窒素・亜硝酸性窒素の超過事例は 1,237 件であり、環境基準項目の中で最多であっ

た。 

 

昭和 56 年に初めて、全国的な地下水汚染調査が実施された。この調査の結果、全国各

地においてトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等による汚染が顕在化し、様々な

地下水汚染対策が実施されるようになった。 

表層水が土壌を通過してくる地下水に汚染がある場合には、土壌も汚染されている可能

性が高く、地下水汚染は土壌汚染と密接に関わっているため、地下水浄化対策とともに土

壌浄化対策も必要となってくる。 

平成元年の水質汚濁防止法の改正により、有害物質等を含んだ水の地下浸透の規制、地

下水質の常時監視が行われるようになったことをはじめとして、平成 5 年には、水質汚濁

防止法における地下浸透の規制項目が 10 項目から 23 項目へ大幅に拡充され、平成 6 年に

は土壌汚染に係る調査対策における指針が策定される等の対策が実施されてきた。 

 しかし、その後も依然として汚染が見られたことから、平成 8 年における水質汚濁防止

法において、地下水の浄化措置命令について制度化されることとなった。また、平成 14

年には、土壌汚染対策法が制定された。 

 

欧米での地下水汚染対策については、米国では、未然防止の観点から、排水の有害物質

等の規制を実施する水質汚濁防止法（Clean Water Act）、有害廃棄物の管理・処理を定め

た資源保全再生法（Resource Conservation and Recovery Act ）、また、地下水汚染の浄

化を目的として制定された包括的環境対処・補償・責任法（Comprehensive Environmental 

Response, Compensation and Liability Act；CERCLA, 通称スーパーファンド法）等に

より、実施されている。 

 欧州委員会（EU）においては、2003 年９月に、地下水のモニタリング義務や水質測定、

汚染の判断と改善等について示した地下水汚染を防止するための指令（COM(2003)550）

を採択している。 

 

＜第２章 地下水汚染対策技術の適用状況＞ 

地下水汚染は、都道府県等による地下水常時監視や事業者による自主的調査等により、

判明することが多い。 

 地下水汚染が判明した場合、有害物質の使用状況や汚染井戸周辺の土地履歴等を調べる
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資料調査や、汚染の概況を把握するために行う概況調査、対象地での汚染範囲を調べ、有

効な対策を立案するために行う詳細調査、土壌汚染対策法等の法律・指針に基づく調査等

を実施する。 

 

 土壌・地下水調査の分析方法については公定法と簡易分析法があり、公定法は、分析精

度が高く定量下限値が小さいため、全ての土壌環境項目の調査が可能である等のメリット

があるが、一方で、分析に使用する機器や維持管理費が高価であり、分析時間がかかる等

のデメリットもある。 

簡易分析法は、分析精度については公定法より劣るが、分析機器や維持管理費が比較的

廉価であり、分析時間が短く、迅速に土壌・地下水汚染の有無がわかる等のメリットがあ

る。 

簡易分析には、簡易比色法と簡易分光光度法があり、その他の手法としてイムノアッセ

イ法や蛍光Ｘ線分析法がある。 

簡易比色法には、発色試薬を染み込ませて乾燥させた試験紙を検液につけ、イオンとの

反応による色の変化を標準色と比較して濃度を求める試験紙法や、対象物質を簡易に検出

できるパックテスト法、処理剤や発色剤をつけた粒子を細長いガラス管に封入したもので、

対象物質との反応によって着色した層の長さから濃度を求める検知管法等がある。 

簡易分光光度法は、簡易比色法の欠点である目視による個人差、詳細な数値を読み取れ

ないこと等の問題点を解決するため、あらかじめ検量線をプログラムした光電比色計や分

光光度計で測定し、濃度を求める方法である。 

 

 公定法の石油類分析には、石油類分析法やガスクロマトグラフィー、ペトロフラッグ等

の機器を用いた分析法がある。 

 石油類分析法については、石油に含まれている芳香族化合物を利用するものとして、紫

外線の吸収を用いた方法と蛍光を用いた方法がある。 

紫外線の吸収を用いた方法は、紫外線吸収のない溶媒により土壌から石油類を抽出し、

紫外吸収を測定する方法である。簡便な方法であるため現場分析等に適している。 

蛍光を用いた方法は、紫外線を物質に照射し、励起された物質が元の状態（基底状態）

に戻る際に発する光（蛍光）を測定する方法である。蛍光は無方向に発するため、土壌サ

ンプルのような光を通さない物質も直接測定することができる。 

 

 調査関係の技術については、騒音・振動が少なく、狭い場所でも使用できる技術として、
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深度が約３ｍ以内の不飽和帯の地層の状況等を調査することに適し、人の力により掘削及

び試料収集を行うことができるハンドオーガーボーリングや、約 15ｍ以内の比較的浅い層

を対象とし、礫を含まない比較的緩い地層（Ｎ値=15 未満程度）や不圧帯水層における調

査に適する機械簡易ボーリングある。 

また、地層の把握、土壌試験用として連続した土壌試料の採取が必要な場合等に適し、

最も多く使用され、掘削能力の高いロータリー式機械ボーリングや、ほぼ地層の状況が把

握されていることを前提に、観測井や処理対策用の井戸を設置する場合に適しているパー

カッション式ボーリング等の技術もある。 

  

地下水汚染対策には、汚染の発生する前に汚染を防止する未然防止対策と、地下水の汚

染後に実施する浄化・修復対策がある。 

浄化・修復対策は、概況調査等により汚染が発見され、その特徴や要因が確定すると、

その結果をもとに対策を実施することになる。 

地下水が飲用されている場合には、代替水源の確保や汲み上げた汚染物質を含む地下水

を浄化する対策が取られる。水質汚濁防止法では、基準値の 10 倍濃度を排出基準と定め、

汚染の未然防止対策を実施している。 

浄化・修復対策の技術については、大きく拡散防止技術と分解除去技術に区分される。

拡散防止技術は、汚染物質の溶出防止技術として、水ガラスやペントナイト等による物理

的固化、酸化や硫化物、キレート化等による化学反応、溶融固化があり、地下水流れの制

御技術として、シートや粘土、鋼矢板等による囲い込み、揚水井戸、地下水排水溝等によ

る地下水の揚水がある。 

分解除去技術は、汚染物質の除去技術として、拡散防止技術や土壌の除去、土壌ガス抽

出等があり、汚染物質の分解・無害化技術として、微生物分解や化学的分解がある。 

 

揮発性有機化合物対象の浄化技術としては、揮発性有機化合物で汚染された地下水を汲

み上げ、曝気処理を行うことで浄化修復する揚水曝気法や、真空ポンプやブロアポンプ等

で不飽和帯（地下水面より上の地層）に設置した土壌中の汚染ガスを吸引除去する土壌ガ

ス吸引法がある。 

また、汚染された帯水層に空気（ガス）を注入するための井戸を掘り、地中にガスを注

入して帯水層を曝気し、汚染物質を分離回収するエアースパージング法や、揮発性有機化

合物により汚染された土壌を掘削し、水と発熱反応する生石灰等の無機化合物（製品名：

ホットソイル）を添加・混合し、汚染物質を加熱揮発させ回収処理するホットソイル工法
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等がある。 

 さらに、微生物がもつ分解能力を利用し、汚染物質を分解させる手法であり、主に、ベ

ンゼン、トルエン、キシレン等の石油系汚染物質に対して多く適用されているバイオレメ

ディエーションや、その他塩素系溶剤を還元的状況下で脱塩素化し、安全な有機物（エチ

レン、エタン等）に還元する還元的脱塩素化法等の浄化対策技術がある。 

 

 重金属等を対象とした浄化技術としては、不溶化処理や土壌洗浄、熱処理、掘削除去、

封じ込め等がある。 

不溶化処理には、酸化・還元・中和処理を行い重金属等を不溶化する技術である化学的

不溶化処理法や、天然鉱物資源（主にゼオライト、炭酸塩鉱物（石灰・苦土石灰）、火山性

風化粘土（関東ローム等））がもつ機能を利用して、汚染土壌中の重金属類を不溶化し、基

準値以下に改良する技術であるシーリングソイル工法等がある。 

土壌洗浄とは、汚染された土壌に、界面活性剤や水等を加えて洗浄し、分級（大きさの

異なる粒子を分ける作業）、泡沫浮上（泡を浮上させて分離する作業）、抽出等の技術を組

み合わせた手法である。 

また、熱処理は、汚染された土壌を高温（800～1000℃）にすることにより、分解、脱

着、揮発を行い、汚染物質を分離する技術であり、掘削除去は、汚染された土壌を掘削し

て敷地外へ運び出し、その後、掘削場所に清浄な土壌を埋め戻す技術である。 

封じ込めには、汚染物質の側方への拡散を防止するため、汚染された土壌を囲むように

不透水層まで鉛直に遮水壁を作成し、汚染物質の下方への拡散を防止する原位置封じ込め

と、汚染のある土壌を掘削後、その場所に遮水構造をした遮水層を別途設置し、その中に

掘削した汚染土壌を埋め戻して、封じ込める遮水工封じ込めの技術がある。 

 

硝酸性窒素・亜硝酸性窒素を対象とした浄化対策については、物理化学的手法と生物化

学的手法があり、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素の汚染地下水の直接浄化にかかわる処理法と

して、USB 処理プロセス、セルロース担体生物処理活用プロセス、イオン交換法等がある。 

 USB 法は、自己造粒した脱窒細菌を使用し、生物学的な窒素の除去を行う方法であり、

セルロース担体充填硝化脱窒法は、セルロース担体に嫌気槽では脱窒細菌を、好気槽では

硝化細菌を、高密度に保持した生物学的な窒素除去法である。また、イオン交換法は、陰

イオン交換樹脂に硝酸イオンを吸着させ、樹脂に吸着した硝酸イオンを塩化物イオンと置

換して硝酸イオンを除去する方法である。 

 その他にも、イオン交換膜を用いて、イオンを分離除去する方法である電気透析法や、
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透過性の浄化壁に生物学的脱窒を組み込むことにより、原位置で浄化を行う方法である透

過性浄化壁工法がある。 

 

 その他の物質を対象とした浄化技術としては、石油類による土壌・地下水汚染の浄化修

復技術であるバイオベンディング等がある。 

ダイオキシン類による土壌・地下水汚染の浄化修復技術としては、汚染された土壌中に

炭素電極を挿入し、電極間に通電することにより発生するジュール熱により、汚染土壌を

溶融し、ダイオキシン類をその熱で高温熱分解する方法である溶解固化法等がある。 

 

＜第３章 今後の技術動向＞ 

今後の地下水汚染浄化技術の動向として、多様な浄化技術のラインアップ／コンソーシ

アム化の促進、触媒浄化法、バイオレメディエーション等の原位置処理が可能な技術の促

進、適切な浄化対策方法の把握のためのリスク調査技術の開発等が予測されている。 

現在、自然界の材料を用いた浄化技術であるファイトレメディエーションが、低コス

ト・低負荷型の土壌浄化技術として注目されている。省エネと環境に考慮したファイトレ

メディエーションによる POPs（PCB、ダイオキシン、PAHs が主な対象）浄化技術は途上

国等でも重要な役割を担うものとして期待されており、NEDO（新エネルギー・産業技術

総合開発機構）や国立環境研究所でも研究が進められている分野である。 

また、高圧水による土壌洗浄法やスーパーウェルポイント工法等の原位置で土壌を洗浄

する技術が開発されており、低コストであり、周辺環境への影響も低負荷である等のメリ

ットから、バイオレメディエーションの研究開発が増加している。 

 近年、遺伝子工学の発達により、土壌や地下水などから微生物由来の遺伝子を抽出・分

類する技術が確立されてきており、これら遺伝子工学的な手法と従来の微生物学的な手法

を組み合わせることで、微生物を指標とした生態系評価が可能となってきている。 

 欧米諸国における技術動向としては、浄化・修復の基準値を一律の数値基準によらず、

周辺の環境や住民との関係、用地の特性や将来の用途等を考慮し、用地のリスクを評価し

て修復対策を決定するというリスクベース浄化法という手法の開発があげられる。 

これは、リスクベースを評価して基準値を設け、浄化・修復に緊急を要しないものは時

間や猶予を与えたり、自然の浄化・修復力を利用する等、コストを抑えた方法である。 

 今後、地下水・土壌汚染の浄化・修復技術については、リスクベースの評価法の導入を

もとに、自然生態系の機能（吸着・分解）を利用した科学的自然衰退やファイトレメディ

エーション等の低コストで、地域住民の合意を得やすい技術を中心に展開されるものと考
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えられる。 

 

＜第４章 地下水汚染対策推進に向けて＞ 

地下水・土壌汚染対策を実施する際には、地域住民の安全を確保するとともに、周辺環

境に悪影響を及ぼすことなく、速やかに汚染の除去等の措置を講じることが必要である。 

 しかし、地下水・土壌汚染の調査・浄化対策には、過大な費用と時間を要する場合が多

く、円滑な汚染対策の実施の妨げとなる可能性があり、汚染土壌の最終処分場での処分も、

最終処分場の受け入れ可能残量が少ないことから、今後困難になることが予想されている。 

これらの問題を解決し、地下水・土壌汚染対策を推進するために、環境省や経済産業省

等、各分野で様々な支援制度を設けている。 

環境省では、地下水汚染浄化技術の開発・普及等を目的として、汎用装置実証調査、新

技術実証調査として浄化技術の公募等を行い、学識経験者により選定された技術について

実証試験を行っている。その他、低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査や、

ダイオキシン類汚染土壌浄化技術等確立調査、地下水複合汚染浄化汎用装置開発普及等を

実施している。 

経済産業省及び所管団体では、微生物の探索、分解遺伝子の解析、育種改良や土壌汚染

等の微生物処理技術、微生物分析技術等の土壌汚染修復技術の開発や、NEDO による汚染

土壌の修復に関する研究開発プロジェクトを行っている。 

また、東京都においては、処理コストの低減を求める事業所と土壌汚染処理の市場を開

拓しようとしている事業所の仲立ちをしつつ、都内の土壌汚染対策が促進されることを目

的として、第１回目の土壌汚染処理技術フォーラムを開催する等、地下水浄化技術の普及

活動を実施している。 

その他の支援制度として、各都道府県や市町村等による補助や融資制度等や、民間事業

者による環境浄化機材貸付事業（日本環境安全事業株式会社）や融資制度（日本政策投資

銀行等）がある。 

 今後、これらの支援制度を取り入れ、円滑な地下水・土壌汚染対策が実施されていくこ

とが期待される。 

 この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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