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論 文 内 容 の 要 旨 

国内外の射撃場土壌敷地では，飛散した弾丸による深刻な重金属類汚染が顕在化しており，周辺河

川や地下水中への重金属類の溶出も報告されている．特に国内では鉛とアンチモンで構成される鉛散

弾が競技目的で広く使用されており，汚染土壌には両金属が高濃度に含有され，その汚染範囲は数 ha

に及んでいる．このような射撃場は一般的に郊外に位置するため，敷地の資産価値が低く，汚染対策

費の償却が困難な場合が多い．そのため，単位面積コストが低く，かつ高濃度の鉛とアンチモンによ

る健康被害のリスクを同時に低減できる対策が求められる．不溶化処理は，汚染土壌への資材混和に

よって有害物質を化学的に安定な形態に変化させ，その移動と溶出を抑制する技術であり，施工が簡

便かつ短期間であるため，低コストであり，他の対策工法との併用も可能である．しかし，重金属類

の不溶化処理技術においては，土壌中での反応メカニズムの解明が定性的である点，土壌に残置され

る重金属類の長期安定性が不明な点，複数種の重金属類汚染に対する適用性が低い点で課題が残され

ている．本研究では，国内射撃場の現状を踏まえた鉛とアンチモンの同時不溶化技術の確立を目的と

して，効果的な資材種の提案，両金属の移動プロセスや形態変化に着目した不溶化処理効果の多面的

評価，資材添加量の検討，不溶化後重金属類の長期安定性に関する考察から本不溶化技術の射撃場土

壌への適用可能性を明らかにした．本論文は全７章から成っており，第１章では以上のような射撃場

汚染問題の現状と不溶化技術の課題について明らかにしている． 

第２章では，既往研究から不溶化資材の情報整理と射撃場土壌への適用状況の総括を行った．現状

存在する不溶化資材では，鉛とアンチモンに同時に不溶化効果を得ることが難しく，片方のみへの効

果に留まるか顕著な pH 上昇を伴うものが多かった．他方，リン資材は鉛に，鉄系資材はアンチモン

に対し不溶化効果があること，両資材を併用することで鉛とヒ素の同時不溶化に有効であることが報

告されていた．しかし，先行研究は水溶性と生物利用性の評価に留まり，両金属の形態変化や長期安

定性に対しての知見が不足していた．加えて，リン資材から溶解するリンは，化学性が類似するアン

チモンの溶解性，移動性を促進させる可能性が考えられた．特に，鉛が高レベルかつアンチモンより

多く含有される射撃場土壌では，必然的に高い割合のリン資材添加が必要とされるため，両資材の射

撃場土壌への適用可能性を検討する必要が考えられた．著者の研究により，リン資材と鉄系資材とし

てそれぞれ溶解性の低い水酸アパタイトとアンチモン吸着能の高いフェリハイドライトを等量併用す

ることで，鉛とアンチモンに対し同時に高い吸着能が得られることが溶液中で確認された．併用時の

鉛吸着は 9 割が水酸アパタイトへの吸着，アンチモン吸着は 7 割がフェリハイドライトへの吸着であ

り，吸着後の鉛とアンチモンは酸性から中性条件で安定であることが示された．以上より，水酸アパ

タイトとフェリハイドライトの併用は鉛とアンチモンの同時不溶化に効果があると考えられた． 

第３章では，不飽和水分移動を再現したカラム通水試験によって，射撃場土壌の鉛とアンチモンの

移動性の評価と移動プロセスの解明を図った．既往研究では，飽和条件での移動性評価が多く，土壌

表層に高濃度に存在する射撃場土壌の汚染においては，不飽和水分移動による鉛とアンチモンの移動

を理解することが重要と考えられたためである．その結果，射撃場土壌では降水量一か月相当の水分

の不飽和移動を介し，鉛が最大で 3–5mm，アンチモンが 5–6mm ずつ移動することが明らかとなった．

さらに，形態分析により鉛はコロイド態，アンチモンは溶存態で輸送されることが示唆された．カラ

ム通水試験結果からの鉛とアンチモンの流体力学的分散係数の推定においても，鉛での推定値はアン



チモンでの推定値を下回っており，このような不飽和水分移動を介する両金属の移動性の違いには，

両金属の移動プロセスの違いが影響していると考えられた．特に，コロイド態で輸送される鉛は，土

壌構造に捕捉され物理的遮りを受けやすいと考えられるためである．したがって，不溶化効果の評価

では，コロイド態鉛の評価も行う必要があると考えられた． 

第４章では，両資材を射撃場土壌へ併用した際の鉛とアンチモンの不溶化効果を評価した．バッチ

溶出試験とカラム通水試験の結果，資材無添加の場合，水溶性および移動性の鉛の内 3 割から 6 割が

0.2–0.45μmのコロイド態鉛で，アンチモンはほとんどが 0.2μm以下の溶存態であることが示された．

両資材の併用では，このような鉛とアンチモンの水溶性および移動性を同時に抑制できることが確認

された．フェリハイドライトの添加率を 0–5%で変えた場合，水溶性の鉛・アンチモンの減少割合は水

酸アパタイト 5%とフェリハイドライト 3–5%の併用で最も高かった．カラム通水試験の総通水量は約

5 年間の水分浸透量に相当し，資材併用時の鉛とアンチモンの浸出量は低位に維持されていることか

ら，不溶化後の数年間の両金属の安定性は担保できると考えられた．バッチ溶出試験で土壌から抽出

された溶出液を用いた吸着試験の結果，資材併用によって溶液中に分散するコロイド態鉛も資材併用

により除去できることが確認され，資材にコロイド態鉛の吸着・凝集能があることが示唆された． 

pH3–9 における pH 依存溶解性も，資材併用によって両金属同時に抑制された．酸性条件では土壌中

の炭酸塩態鉛が溶解したが，資材併用時は混和された水酸アパタイトに吸着され，安定鉱物である緑

鉛鉱として析出することが確認された．逐次抽出試験の結果，溶解性の高いアンチモン形態はフェリ

ハイドライトの添加により割合が減少することが示された．以上の結果から，本不溶化技術の鉛とア

ンチモンに対する効果が認められ，その安定性も高いことが推察された 

第５章では，不飽和条件の土壌中での水分移動を介した鉛と資材の反応性に着目し，長期的視点で

の安定性評価の捕捉を行った．具体的には，鉛の移動性が異なる 4 種類の模擬汚染土を人為的に作成

し，水酸アパタイトベースの資材によって不飽和水分移動を介し移動する鉛が吸着され，安定鉱物で

ある緑鉛鉱に形態変化するメカニズムを定量的に明確化することを試みた．その結果，いずれの土壌

でも資材添加によって不飽和条件での移動性鉛を低減できることが確認された．さらに，鉛全量の

25–45%が移動する土壌においても，そのほとんどの鉛移動が抑制され，その量に対応した緑鉛鉱が形

成することが定量的に明らかにされた．この結果は，不溶化処理後の土壌において，間隙水を介し鉛

が溶解，土壌中を移動した場合でも水酸アパタイトとの反応によって緑鉛鉱が順次形成されるため，

鉛の系外への流出が長期にわたり予防されることを示唆している．  

第６章では，不飽和条件の土壌中でのアンチモンの価数変化に対する安定性の変化に着目し，長期

的視点での安定性評価の捕捉を行った．前章で検討されたアンチモンの不溶化効果は，いずれも酸化

的環境で支配的な 5 価アンチモンが対象であった．環境中では 3 価アンチモンも存在すると考えられ

るため，3 価アンチモンに対する不溶化の知見の収集も必要と考えられた．本章では，吸着試験によ

りフェリハイドライトの単用もしくは併用で 3 価アンチモンの吸着効果が高いこと，併用時の 3 価ア

ンチモン吸着の内 9 割がフェリハイドライトへの吸着であること，吸着後もアンチモンは 3 価である

ことが確認された．これら吸着態を非汚染土に混合し，飽和度 50%の不飽和条件で 90 日間静置し，ア

ンチモンと資材成分の溶解性の変化とアンチモン価数の変化を観察した．静置 7 日以降でアンチモン

の酸化反応が始まり，90 日までにはいずれも 5 価へ変化することが確認された．水酸アパタイトの単

用では，アンチモンの酸化に伴い，リンとアンチモンの溶解が観測されたが，資材併用ではアンチモ

ンは 90 日後も安定し，保持された．吸着態作成時のフェリハイドライトへのアンチモン吸着は飽和し

ていないと考えられたことから，フェリハイドライトのアンチモンやリンの吸着容量が飽和しなけれ

ば，リンとの競合や価数変化によるアンチモンの脱着を生じないことが考えられた．すなわち，本不

溶化技術では，フェリハイドライト添加量を調整することで，3 価アンチモンも 5 価アンチモンも長

期的に保持できると考察された． 

第７章では各章での結果から本技術の射撃場土壌への適用可能性を結論づけている．水酸アパタイ

トとフェリハイドライトの併用には，鉛とアンチモンの水溶性，移動性，pH 依存溶解性の低減への効

果が認められた．不飽和条件の土壌中でも両資材は，鉛とアンチモンを移動過程で吸着，形態変化さ

せ，水分状態，pH，酸化還元状態などの土壌環境条件の変化に対しても安定的に保持できることが示

された．これらの成果は水酸アパタイトとフェリハイドライトによる鉛とアンチモンの同時不溶化の

メカニズムと長期安定性を明らかにしたものであり，本技術の射撃場土壌への適用可能性が高いこと

を示している．加えて，射撃場土壌に留まらず，高濃度の鉛とヒ素やアンチモンなど半金属を複合的

に含有する汚染に対しても適用可能であると推察される． 



論文審査結果の要旨 

 射撃場汚染土問題が世界的に顕在化しつつあるなか，本論文は，水酸アパタイトと鉄水酸化物の併

用による鉛・アンチモンの同時不溶化メカニズムを解明し，不飽和カラム試験，XAFSスペクトル解析

によって不溶化後の長期安定性を検証したものであり，学術上，工業上寄与するところが極めて大き

い．よって，本論文提出者 小川翔平君は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格があるものと判

定した． 

 

最終試験結果の要旨 

 審査委員会は，本論文および別刷りなどを慎重に検討した．本論文は学位論文として十分に完成さ

れた内容を有していること，提出された学位論文及び発表論文は，申請者により書かれていることを

確認した．また最終試験（公聴会）を 2月 15日午後に工学部で開催し，審査委員会での審査の結果，

合格と判定した． 
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