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[要約] 
現在の対策技術の中では掘削技術が最も多く利用されているが、対策に高額な費用を要す

ることや掘削後の搬出土壌により汚染が拡散するなどの課題がある。社会的コストを考慮

すれば、汚染の程度や土地利用状況に応じた合理的で適切な対策の推進が望ましく、その

ために土壌汚染対策技術の抱える課題や産業界のニーズを把握することが重要と考えられ

る。 
一方、平成 18年 3月には環境省におきまして「油汚染対策ガイドライン」が策定された。
当該ガイドラインは鉱油類由来の土壌汚染に対して、土地所有者などの基本的な考え方と

取り得る方策を選択する際の考え方などを取りまとめたものである。当該ガイドラインの

産業界における活用状況などを把握することは今後の鉱油類由来土壌汚染の対策を進めて

いく上では重要であるといえる。 
以上のことを踏まえて、文献、インターネット、関係者からのヒアリングによる情報収集、

アンケート調査をベースとした意見収集をおこなった。第１章では、土壌汚染対策技術の

動向と今後の方向性について、代表的な技術が抱える課題をもとに展開した。第２章では、

油汚染対策ガイドラインのあり方について、鉱油類由来土壌汚染対策の現状や鉱油類の性

質、基準などより考察した。第３章では産業界に対して実施した「油土壌汚染等調査対策

に関するアンケート調査」についてまとめた。アンケート調査の内容は、油汚染対策ガイ

ドラインの活用状況や意見、土壌汚染対策技術に関する具体的なニーズなどである。 
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第１章 土壌汚染対策技術の現状 
1.1 土壌汚染対策技術の動向調査にあたって 
本章では日本における現状の土壌汚染調査対策技術の動向および対策技術を選定する上

で考慮される点を抽出し、今後の方向性を推測することを目的とする調査をおこなった。

文献およびインターネット、関係者からのヒアリング等をもとに、最近の土壌汚染対策状

況、対策技術を選定する上で考慮されうる観点を、汚染的要因、技術的要因、外的要因な

どから把握した。その上で産業界の土壌汚染対策技術に関する課題およびニーズを推測し、

それらに対応しうる最近の技術開発状況を紹介した。 
 
1.2 土壌汚染対策技術の動向調査 
1.2.1 土壌中の汚染物質の挙動 
土壌汚染対策法において特定有害物質に上げられている物質は VOC（第一種特定有害物
質）、重金属類（第二種特定有害物質）、農薬類（第三種特定有害物質）の３種類がある。 
重金属は、比重４以上と重く土壌に吸着されやすいので一般的に表層付近に滞留する。 
VOC は水に溶けやすく、粘性が低いので土壌中を浸透しやすい。また、揮発性があるの
で土壌中の空気を汚染する。VOCを地表に流出させた場合、地表から不飽和層、飽和層を
鉛直方向に浸透し、地下水面付近で地下水と水平方向に流れる。水に溶けない物質の場合、

非水溶性流体（NAPL: Non-Aqueous Phase Liquid）という有害物質自体が独立した液層
を形成する。NAPL は比重の違いにより異なる挙動を示す。水より小さい比重を持つ物質
（石油系）の場合、地下水面上に留まりゆっくり水平方向に動く。水より大きい比重をも

つ物質（トリクロロエチレンなど）の場合、地下水中を通過し、不透水層や粘土層に達す

るまで流れの影響を受けつつ沈んでいき、到達後は水平方向に移動する。岩盤や粘土層の

内部にまで浸透・吸着することもある。不飽和層における VOCの挙動は、主に液体として
鉛直方向に浸透していくが、降雨により涵養されることがあり、移動中に揮発して土壌中

を上昇することもある。また、液体の移動に加えて、気体の移動も考慮する必要がある。

飽和層においては、地下水からの間接的な流れの影響を受け、鉛直方向以外の動きも持つ。 
 
1.2.2 土壌汚染分析・調査技術の動向 
土壌汚染調査は、資料等調査→概況調査→詳細調査→汚染機構の解明という順序で進めら

れていく。土壌・地下水採取技術には、表層土壌調査、土壌ガス調査、地下水調査がある。

土壌・地下水の分析技術には、公定法と簡易分析法に分類される。 
 
1.2.3 新たな土壌汚染調査技術 
最近では、現場における土壌、地下水の採取技術は、作業の簡易化、迅速性が改善され、

結果的に低コストで実施できる多くの機器が開発されている。一方で、非破壊方法の物理

探査技術についても開発され利用されている。代表的な技術には電気探査、磁気探査、地

下レーダーがある。 
 

 - 3 -



1.2.4 土壌汚染に関する対策技術の動向 
掘削除去が現行技術のうち最も多く利用されている技術であるが、様々な背景がある。 
第一に、掘削除去の対策期間の短さ、汚染を完全に除去することが可能であること、対外

的に説明しやすく理解が得られやすいことといったメリットの部分が多く求められている

ことがある。第二に、汚染の状況および条件などからも掘削除去が最も使いやすい技術で

あるということである。重金属類については、全対策の 79.5%(2,000件/2,516件)が掘削除
去に関連する技術による土壌汚染処理であった。これは、存在濃度や深度によって効率的

かつ容易に対策をおこなうことができるという理由で選定された結果であったといえる。 
重金属汚染に対する対策技術については、掘削除去の他には封じ込め、不溶化、覆土、舗

装などの飛散防止が多い。これらの技術は汚染を浄化しないため管理する必要があるのだ

が、全体の 15.1 %(381件/2,516件)を占めた。原位置で浄化する技術では、地下水揚水と土
壌洗浄は重金属に対しても対策可能であるが件数は多くなかった。 
トリクロロエチレンなどの VOC（第一種特定有害物質）では、掘削除去を利用して対策
を行なった事例は 42.6%(447件/1,050件)にとどまった。原位置で汚染を浄化する技術につ
いては、土壌ガス吸引と地下水揚水が特に多く、全対策の 44.9%(471件/1,050件)を占めた。
封じ込めや飛散防止という手法では実施された対策件数は少なかったが、その理由として

は、汚染が漏出してしまう可能性があるなど、管理が困難であることが挙げられる。 
農薬類（第三種特定有害物質）は、平成 17年度に初めて対策が確認され、掘削除去及び
搬出土壌処理、封じ込めという措置内容であった。また、複合汚染については技術の併用

が多いと推測されるが、対策技術の使用状況に際立ったものは見られなかった。 
 
1.2.5 状況に応じた土壌汚染対策技術の選定 
本項では、代表的な 10種の土壌汚染対策技術について次の４つの要因から効率のよい技
術選択をするのに考えられる情報をまとめた。 

(1) 汚染的要因：汚染物質の種類や濃度、地質、汚染の状況、汚染規模など汚染の状態。 
(2) 技術的要因：対策費用、対策期間、技術の持つ特性など技術的事項。 
(3) 外的要因：汚染地域および周囲地域の環境、土地売買に関わる第三者の影響など。 
(4) その他の要因：(1)と(2)の両方に関わる要因など。 

 
1.2.6 土壌汚染対策技術の課題と新たな展開 
本項では、1.2.5 でまとめた要因などをもとに、代表的な土壌汚染対策技術について課題
を掲げ、それに対応する技術開発がなされているかを調査した。これによると近年では、

技術の抱える課題を改良した技術が多く見られた。バイオレメディエーションは施工期間

が長いという課題があるが、「サイクリックバイオレメディエーション」は地下水を循環さ

せることで土粒子に吸着している微生物が効率よく除去され、対策期間を６ヶ月～１年に

短縮できる。「プロパゲーション工法」は地下で砂の層を作り、浄化促進剤などの薬剤を拡

散させやすくする。固化では汚染の残留という課題があるが、「特殊注入材による VOC 浄
化」や「VAMP-crete工法」を用いることで VOCの分解・除去も可能になる。 
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1.2.7 環境省などによる研究支援、技術の実証評価など 
本項では、平成 16～18年度に環境省で行われた実用段階にある土地（地下水）汚染に関
わる低コスト・低負荷型の調査・対策技術についての公募について、学識経験者などから

構成される検討会で選定された技術を掲載した。また、環境省や非営利団体（海外を含む）

では、土壌汚染修復技術のデータベースを提供している。Center for Public Environmental 
Oversight(CPEO)の Tech listには、代表的な土壌汚染修復技術の情報が満載されている。 
 
第2章 鉱油類由来の土壌汚染対策について 
2.1 鉱油類由来の土壌汚染対策に関する調査にあたって 
本章では、今後の鉱油類由来の土壌汚染調査対策実施の方向性を把握することを目的と

した調査をおこなった。調査の内容は、油汚染対策ガイドラインの概要を整理するととも

に、鉱油類中の物質や鉱油類を測定する手法など様々な観点から油汚染対策ガイドライン

についての分析および課題の抽出をおこなった。さらに鉱油類由来の土壌汚染調査対策に

関するデータを文献およびインターネットから収集し、油汚染対策ガイドライン策定によ

り鉱油類由来の土壌汚染調査対策にどのような方向性が見出せるかを検討した。 

 
2.2 鉱油類由来汚染土壌に関する検討経緯 
平成 15年２月に施行された土壌汚染対策法では、鉱油類については附帯決議の中におい
て、「科学的知見の集積に努めるとともに土壌汚染の未然防止について早急に検討を進め

る」よう指摘されている。その後、平成 18年３月に環境省は油汚染対策ガイドラインを策
定し、鉱油類由来の土壌汚染対策推進の契機としている。平成 19年には環境省で開催され
ている「土壌環境施策に関するあり方懇談会」において、油汚染土壌や生活環境保全・生

態系等が論点に挙げられている。 
 

2.3 油汚染対策ガイドラインについて 
2.3.1 油汚染対策ガイドラインの対象物質 
油汚染対策ガイドラインの対象物質は、土壌あるいは池や井戸などの水中に含まれる鉱

油類に限っている。鉱油類とはガソリン、灯油、軽油、重油などの燃料油と、機械油、切

削油などの潤滑油を示し、生活排水に含まれるサラダ油などの動植物油とは異なる。なお

アスファルトはガイドラインの対象となる鉱油類としていない。 
 
2.3.2 油汚染対策ガイドラインの対象地域 
油汚染対策ガイドラインの活用を想定する状況は、一般的な工場や事業所の敷地、市街

地や飲用井戸水、敷地内の水路を流れる水、修景用の池の水があり、想定しない状況には、

線路・道路などの施設での対応、タンクローリーの転倒などの事故直後の対応、地下深く

の水道管や下水道管への油の侵入への対応、米軍基地内、油水分離器内のように油がある

ことが当然である場所がある。 
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2.3.3 鉱油類由来汚染に対する対応の考え方 
鉱油類由来の汚染に対する対応の基本は、地表や井戸水などの油臭や油膜から生ずる、

人が感覚的に把握できる不快感や違和感をできる限り軽減し、感じられなくなるようにす

ることである。 
 
2.3.4 状況把握調査方法 
油汚染対策ガイドラインでは、油臭や油膜により鉱油類由来の汚染を確認する方法の他に、

TPH濃度の測定手法の詳細が記載されている。TPH濃度は、鉱油類の総体としての濃度を
定量的に把握する手法であり、「対策検討範囲設定濃度」を超えた地点で油汚染対策をおこ

なうというようにTPH濃度を油汚染対策の指標としても使用することができるとしている。 
 
2.3.5 技術対策方法 
鉱油類由来の土壌汚染対策をおこなうまえに、周辺状況や土壌汚染対策後の土地利用、対

策の目標を確認しておく必要がある。対策技術には、盛土、舗装、土壌ガス吸引、バイオ

レメディエーション、化学的酸化分解、掘削除去、熱処理、土壌洗浄、遮水壁、バリア井

戸、地下水揚水などが挙げられる。 
 
2.4 鉱油類由来の土壌汚染対策のあり方 
2.4.1 鉱油類由来の土壌汚染対策の現状 
鉱油類による土壌汚染の原因には、油槽所やガソリンスタンドなど貯蔵所におけるタンク

および鉱油類保管設備の劣化や破損による漏洩、機械油の大量使用、ガソリンの不注意に

よる飛散など取扱所における汚染などが考えられる。 
危険物施設における漏洩事故のうち約 30％が腐食など劣化によるものであり、腐食など
劣化に起因する漏洩事故の約３分の２は地下タンク・地下配管において発生している。 
 
2.4.2 鉱油類由来の土壌汚染防止措置 
鉱油類に関する土壌汚染を未然に防止するためには、鉱油類施設の設置環境などにも配慮

した腐食防止・抑制対策を講ずるとともに、資源の有効活用、廃棄物の削減などの観点か

ら、鉱油類施設を未然に改修し、継続して使用するための方策に係る検討をおこなう必要

がある。昭和 34年に施行された消防法では、原油、ガソリン、重油などの鉱油類を貯蔵し
ているタンクなど危険物施設に対して、腐食等劣化などによる危険物の漏洩、火災が発生

しないように定期点検が義務づけられている。 
 
2.4.3 鉱油類について 
油汚染対策ガイドラインでは、鉱油類を液化石油ガス(LPG)、ガソリン、灯油、軽油、重
油などの燃料油と機械油、切削油などの潤滑油に分けているが、いずれも多くの構成成分

の混合物であり、それぞれを構成する成分も数多い。 
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2.4.4 汚染の判断基準について 
油汚染対策ガイドラインでは土壌における鉱油類由来の汚染の把握方法について、「嗅覚

や視覚という人の感覚によることを基本として、それらを補完するものとして TPH濃度を
用いる。」としており、TPH 濃度の使い方としては、「それぞれの現場における調査や対策
において通用する目安としてみるべき数値となる」としている。 
その他、鉱油類を測定する指標には、油臭を把握する臭気濃度や臭気強度、ベンゼン濃度

などがある。 
 
2.4.5 油汚染に関する技術について 
鉱油類は粘性が高く、土壌に吸着しやすい性質を持つため、土壌の表層付近に滞留する傾

向がある。また鉱油類の構成成分には VOCが多いため、原位置で土壌浄化をおこなう技術
の対応が十分可能である。鉱油類の構成成分はすべて他の物質に溶けにくく、水より軽い

ものが多いという性質を持つが、一方で鉱油類は種類によって様々な粘性係数や揮発性を

持っているため、浄化技術として適用できる技術は鉱油類の種類によって異なる。 
 
第 3章  油土壌汚染等調査対策に関するアンケート調査 
3.1 本アンケート調査の概要 
本調査では、鉱油類由来の土壌汚染調査対策についての実態把握（前半）および土壌汚染

全般の対策技術に関する産業界の意見・ニーズの収集（後半）という２つの観点を持つア

ンケート調査をおこなった。前半部では、産業界における油汚染対策ガイドラインの普及

状況および活用状況を把握した。さらに各企業でこれまでに取り組まれた鉱油類由来の汚

染対策などをもとに、油汚染対策ガイドラインについての意見を収集した。後半部では、

代表的な土壌汚染対策技術について５つの技術工法と４つの観点をもとにニーズを把握し

た。さらに土壌汚染全般の対策技術に関する具体的なニーズを把握した。これらの調査の

結果より、鉱油類由来の土壌汚染対策については、今後の更なる対策の推進のための課題

を抽出することができると考えられる。また土壌汚染全般の対策については、技術の向上

と土壌汚染対策の推進に寄与することができると考えられる。 

 
3.2 本アンケート調査の調査状況 
3.2.1 実施期間および調査方法 
実施期間：平成 19年 12月～平成 20年 1月。調査方法：Eメール、郵送により発送。 
 

3.2.2 調査対象 
産業界の上場企業 336社。 

 
3.2.3 回収数 
回収率は、32.4 ％（109社/ 336社）であった。 
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3.3 本アンケート調査の集計結果 
本アンケート調査には、機械製造業、化学工業、電気・ガス業、石油・石炭製品製造業

の順に回収数が多かった。業務に鉱油類と深い関わりのある業種からアンケート中の意見

を把握するのに十分な回収数が得られたと考えられる。ただし全体の回収率が 32.4 %と高
くないため、回収できなかった企業の意見を想定する必要がある。 
鉱油類由来の土壌汚染防止対策は 91.0 %（99社/全 109社）の企業でおこなっていると回
答した。鉱油類保管施設を有する企業では、漏洩防止措置を通常におこなうと考えられる。 
土壌汚染対策法施行後に鉱油類由来の汚染の調査をおこなった回答は 51.3 %（41社/無回
答票を除く 80社）であり、対策をおこなった回答は 33.3 %（24社/無回答票を除く 72社）
であった。また鉱油類由来の土壌汚染調査をおこなった契機は、「自主的な調査」が、77.5 %
（31社/回答票 40社）で最多であった。 
油汚染対策ガイドラインの普及状況については、油汚染対策ガイドラインを「参考にした」

という回答は 49%（24社/有効回答票 48社）であった。「参考にしなかった」という回答は
38%（18社/48社）であり、回答企業の中には、ガイドラインを知らなかったところもある。 
鉱油類由来の土壌汚染調査対策にあたって使用した基準となる指標は、「油臭・油膜の解

消」が 52.3 %（22社/42社）で最多であった。「土壌汚染対策法におけるベンゼン濃度の基
準」をもとに鉱油類由来の土壌汚染の解消を基準としている企業は 45.2 %（19社/42社）
であった。また「ガイドラインにおける TPH濃度基準」は 16.7 %（7社/42社）であった。
一方、油汚染対策ガイドライン策定前は、半数以上の企業 59.4 %(19社/32社)、で「n-ヘキ
サン抽出物質濃度」が汚染の指標として用いられていたことがわかった。 
また油汚染対策ガイドライン策定以前に鉱油類由来の汚染調査対策をおこなった場合、油

汚染対策ガイドラインとの類似点があったかという設問では、「油汚染の有無の判断」につ

いては 84.4 %(27社/32社）が類似していると回答した。 
鉱油類由来の土壌汚染調査技術では、「ノルマルヘキサン抽出法」が 78.4 %（29社/37社）
で最多であった。対策技術は、「掘削除去」が 64.9 %（24社/37社）で最多であった。 
油汚染対策ガイドラインを参考にすると、「調査対策の方針が立てやすくなる」という回

答が 89.5 %（94社/105社）で最多であった。 
油汚染対策ガイドラインが「指針となっている」企業が 46 %（50社/109社）であり。「指
針となっていない」企業 51%（56社/109社）とほぼ同数であった。油汚染対策ガイドライ
ン策定から約 2年で対象企業の間ではかなり普及していることがわかった。 
油汚染対策ガイドラインに記載されている事項は、すべての選択肢の項目に対して 3割以
上の企業が参考になると回答した。「油汚染の有無の判断」と「調査手法」については特に

多く、それぞれ 65.7 %（71社/108社）、64.8 %（70社/108社）であった。 
鉱油類由来の土壌汚染対策に対する方針としては、「油汚染対策ガイドラインを参考にす

る」と回答した企業が 70.5 %（74社/105社）と最も多かった。「独自の方針に則る」は 9.5 %
（10社/105社）にとどまった。さらに今後の方向性として、「油汚染対策ガイドラインに
沿って自主的に進める」という回答が 70 %（77社/109社）で最も多かった。 
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第 4章 土壌汚染対策の課題とニーズについて 
4.1 土壌汚染対策技術について 
4.1.1 土壌汚染対策技術の動向 
環境省の「土壌汚染対策法の施行状況および土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結

果」(2007)によると、現行の技術のうち「掘削除去」が最も多く利用されており、重金属類
を対象とする対策で特に多いことがわかった。この背景には、掘削除去の対策期間の短さ、

汚染を完全に除去できることという技術的なメリットや、汚染への不安を持つ住民等に説

明しやすいメリットがあることによるものと推測できる。 
最近開発されている土壌汚染対策技術の傾向として、複数の技術を併用できるようにし

ている点、もしくは一つの技術であってもいくつもの付加的な機能を兼ね備えている点が

ある。その他、画期的な対策技術には、それぞれの技術の抱える課題に対する改良技術が

多く見られた。 
 
4.1.2 土壌汚染対策技術の課題とニーズ 
本調査のアンケート調査結果によると、「掘削除去のコスト低下」については回答企業の

96.4 %（81件/全 109件中）が求める大きなニーズであることがわかった。次いで、地下水
揚水およびバイオレメディエーションの施工期間の短縮についてはそれぞれ 52.5 %（44件
/全 109件）、50.0 %（42件/全 109件）と回答企業の半数近くが要望していた。 
掘削除去のコストを低下させるということは、今後の技術開発で求められる方向性の一

つであると考えられるが、搬出土壌の増大は処理先において別の課題を引き起こす可能性

がある。そのため、搬出土壌の処理場問題や搬出土壌の調査、浄化対策のコスト低下など

を同時に考慮していく必要があると考えられる。 
また、掘削除去関連技術以外の技術については汚染場所（オンサイト）での対策が多く、

技術のコストや浄化効率、対策期間の改善を視野に入れた技術開発は環境面および社会面

においてもメリットがあると考えられる。しかし、掘削除去がすべての工程で 2 週間程度
であるのに対し、これら浄化技術では数ヶ月～数年を要する。バイオレメディエーション

は、微生物の働き次第で対策期間が変動する。微生物を活性化させる栄養剤の開発などが

進められているが、微生物を活性化させるという視点で更なる付加価値を考慮した技術開

発が望まれる。地下水揚水は、地下水中の汚染物質を効率的に除去することができる技術

であり、対策期間の短縮化により一層の技術普及が進むと推測される。 
 
4.2 油汚染土壌対策の動向 
4.2.1 油汚染土壌対策の動向 
鉱油類由来の土壌汚染は、従来自主的な取組で調査対策を進められてきたが、土地売買

の際や施設の更新・改築の際にも要求されるなどの理由により調査対策がおこなわれるこ

とも多いと考えられる。本調査のアンケート調査においても鉱油類由来の土壌汚染に自主

的な調査を契機としている企業は、77.5 %（31社/40社）あり、「土地売買」は 30.0 %（12
社/40社）、「施設の更新・改築」は 15.0 %（6社/40社）と、次いで多かった。 
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鉱油類由来の土壌汚染防止は、回答企業の 91 %（99社/全 109社）で実施されていた。
また、油汚染対策ガイドラインの策定以降、鉱油類由来の汚染調査をおこなった企業は

51.3 %(41社/有効回答票 80社)であり、対策をおこなった企業は 33.3 %(24社/有効回答票
72社)であった。鉱油類由来の土壌汚染調査対策の件数で集計してみると、過半数の調査対
策は鉱油類由来のみの場合であることがわかった。 
 
4.2.2 油汚染対策ガイドラインの運用状況と今後の方向性 
油汚染対策ガイドラインの普及状況については、鉱油類由来の油汚染をおこなう際、油汚

染対策ガイドラインを「参考にした」と回答した企業は 49.0 %（24社/有効回答票 48社）
であり「参考にしなかった」企業は 38.0 %（18社/48社）であった。またガイドラインを
知らなかった企業は全回答企業中の 24.5 %（24社/106社）を占めた。油汚染対策ガイドラ
インは現時点で一定の普及がなされているが、今後普及啓発の継続が必要であるといえる。 
鉱油類由来の土壌汚染調査対策をおこなう際に油汚染対策ガイドラインを企業の「指針と

している」ところは 46.0 %（50社/全 109社）であり、今後調査対策をおこなう際に油汚
染対策ガイドラインを「参考にする」と回答した企業は 70.5 %（74社/105社）と多数であ
った。回答企業の中では油汚染対策ガイドラインを肯定的に受け入れている企業が多く、

内容について一定の評価がなされていることがわかった。 
今後の油汚染対策ガイドラインの方向性としては、「ガイドラインに沿って自主的に進め

る」という回答が 70 %（77件/全 109社）と最も多い。一部の企業においては、鉱油類由
来汚染についての「規制をするべき」13 %（14社/全 109社）と回答しており、数値基準
を設けてはどうかという意見も見られた。今後数値基準などの必要性などについて様々な

観点から吟味していく必要がある。現状においては今後もガイドラインベースの対策が望

ましいといえる。 
 
4.3 土壌汚染対策の今後の動向と提言 
環境省では、平成 19年６月から「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を開催し、土壌
汚染対策法施行後の課題について有識者による検討を行っている。懇談会の議論の中で、

土壌汚染対策については、掘削除去中心の傾向が続くことによって、搬出汚染土壌による

汚染拡大の深刻化などが懸念されている。また、経済的合理性からも問題があるとされ、

汚染の程度や土地利用状況に応じた合理的で適切な対策が実施されるように見直しが必要

であるとの指摘があった。今後、土壌汚染対策技術の動向を考える上では、技術開発動向

だけではなく、土壌汚染対策の制度面に関わる社会的・経済的な要請についても考慮する

必要がある。 
 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
http://ringring-keirin.jp/   
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