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1．はじめに

という被害が発生した。その中でも県は周辺環境のアス

我が国は災害大国と呼ばれることがあり，地震，洪

ベスト調査を第1回の被災者説明会（12月27日）の同日

水，台風などの天災に見舞われることが頻繁にある。こ

から定期的に実施しており6)，その迅速な対応が住民の

れらの天災は太古から我が国に固有の問題であって，地

安全を担保したと言われている。

球温暖化の影響を除けば新しい問題ではない。一方で，

2018年2月，奄美大島に油塊が漂着する案件があった。

関東大震災や伊勢湾台風等，高度経済成長以前の天災

これに対して環境省では，漂着した油状物の回収・処理

と，以降の天災とでは，市中に多くの化学物質が存在す

等の支援・実施，漂着地域における野生生物・生態系等

る，という点で状況が異なる。我が国の災害時に化学物

への影響調査を実施している7)。この中で大気のモニタリ

質汚染が懸念されたのは，阪神淡路大震災後の大気中ダ

ングも実施している。ベンゼン等の芳香族炭化水素，直

1)

イオキシンの問題 であったかもしれない。その後，東

鎖脂肪飽和炭化水素，多環芳香族炭化水素，重金属及び

日本大震災では，放射性物質による汚染の陰に隠れる形

有害大気汚染物質（優先取組物質）のうち一部の揮発性

で，化学物質の漏洩問題は大きな注目を集めることはな

有機化合物を測定し，大気への影響は確認されなかった

かったが，いくつか漏洩の報告が残されている

2,3)

。ま

と報告している8)。このモニタリングに際して参考になっ

た，令和元年東日本台風（台風19号）でも，後述するよ

たのは1997年のナホトカ号重油流出事故での調査事例で

うに化学物質の流出が多く報告されている。本稿では，

ある。当時の環境庁・国立環境研究所が報告書をまとめ

近年の事故・災害時における化学物質漏洩及び国内外の

ており9)，後述する佐賀・油流出事故，モーリシャス沖の

環境調査の事例を紹介するととともに，そのための技術

重油流出事故の際にも参考にされている。このような環

的開発状況と，災害時に地方環境研究所が最前線に立っ

境モニタリングについては，報告書を作成して残してお

て環境調査をすることを鑑みた実装への取り組みを紹介

くことの重要性が実感される。

する。

福井県若狭町の化学工場における爆発事故（7月2日，
死者1名，負傷11名）ではオレンジ色のガスが飛散する様

2．近年の災害における化学物質漏洩事例
2.1 2016～2018年の事故・災害

子がYoutubeにアップされ，注目を浴びた。

平成28年（2016年）熊本県熊本地方を震源とする地震

傷731名）では室蘭市の石油コンビナート，厚真町の火力

（熊本地震，2016年4月14～16日）では，最大震度7（益

発電所で火災が発生した。毒劇物の販売業で1件建物被害

城町，西原村），死者273名，重傷者1,203名及び軽傷者

が生じたが，漏洩はなかった10)と報告されている。

北海道胆振東部地震（9月6日，死者42名，重症31名，軽

1,606名の被害が発生した4)。内閣府の発表には，化学物

6月28日から7月8日にかけて，台風7号および梅雨前線

質の流出事故は含まれていない。倒壊家屋の解体・撤去

等の影響により西日本を中心に北海道や中部地方を含む

にあたり，アスベストの飛散を調査する必要があった

全国的に広い範囲に集中豪雨が発生し（平成30年7月豪

が，その数が多く現地のみでの対応が困難であり，埼玉

雨），死者237名，行方不明8名，住家被害は全壊6,767棟，

5)

県環境科学国際センターから職員が派遣された 。この

半壊11,243棟，一部損傷3,991棟，床上浸水7,173棟，床

事例は，2018年に締結された「災害時のアスベスト対策

下浸水21,296棟と大きな被害があった。岡山県総社市の

支援に関する合意書」（後述）の契機となった。

非鉄金属業の工場において，溶解炉の浸水による爆発が

同じく2016年の糸魚川市大規模火災（2016年12月22日

生じ，溶解アルミ塊が敷地外へ飛散，民家に落下するな

に発生，23日鎮火，24日避難勧告解除）では，焼損棟数

どの被害が生じた。このほか，LPガスボンベの流出も多

147棟，消失面積約40,000 m3，被害総額1,077,246千円

数報告されており，岡山県，愛媛県で3,400本（廃棄予定
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の空容器約300本を含む），その他の都道府県で約600本

題を取り上げておきたい。6月以降，神奈川県の東京湾側

が流出・埋没しているが，うち3,900本が回収されている。

で断続的に異臭の報告が続いた。ガスのような臭い，ゴ

また，災害廃棄物の集積場から散弾銃の弾が発見されて

ムが焼けたような臭い，等とされている。この発生源に

いる。兵庫県たつの市では劇物が排水管から側溝に流出

ついては特定されていない。行政への苦情として悪臭は

11)

する事故が発生している 。なお環境省は，8月から岡山

高頻度の案件であるが，今回の異臭騒ぎは報道も一時過

県，広島県及び愛媛県において大気中アスベスト濃度の

熱気味であった。異臭の場合，サンプル採取が困難であ

調査を実施した。

ることが多く，その原因物質の特定や発生要因の特定も

2018年にはこのほかに大阪府北部地震（6月18日，死者
12)

3名，負傷者56名） があったが，化学物質漏洩の報告は

困難である場合が多い。本件についても引き続き注目し
ていきたい。そのほか，郡山市のガス爆発（7月30日），
消防隊員と警察官計4名が死亡した静岡市の工場火災（7

なかった。

月5日）も発生している。

2.2 2019～2020年の事故・災害

海外の事例では，8月4日にレバノン・ベイルートで大

2019年5月15日，常総市の雑品スクラップの火災が発生

規模な爆発が生じた。報道では約2,750トンもの硝酸アン

した。鎮火は12日後の27日であり，この間，放水活動が

モニウムが保管されていたとのことで，被災地は広範囲

続けられた。県は大気中のベンゼン，トリクロロエチレ

であり，様々な燃焼生成物や副反応物が存在した可能性

ン，テトラクロロエチレン，ジクロロメタン及びPM2.5濃

があり，モニタリングの必要性を感じている。

13)

度の測定を数回実施，HPに随時公開した 。5月15日のベ
3

海外のもう１件は，モーリシャス沖における重油流出

ンゼンの測定結果が0.032 mg/m と環境基準を超えたが，

事故である。国際的な問題となったこの事故では，日本

管理基準の100分の1程度であるという参考資料を添えて

からも専門家を派遣して対応にあたったが，サンゴやマ

公開している。

ングローブ等の生態系への影響が懸念された。

2019年8月26日から続いた大雨（令和元年８月の前線に
伴う大雨）では，死者4名，住家被害1,929棟の被害があ

3．我が国の災害時環境モニタリングの現状

り14)，中でも佐賀鉄工所から流出した焼き付け油（ダフ

前項のように，事故・災害時に化学物質の流出が報告

ニークエンチGS70）による周辺地域の汚染が問題となっ

された際には，多くの場合は当該地方公共団体で対応が

た。

検討されてきた。環境省にも情報が上げられ，そこから

2019年10月に発生した令和元年台風19号（令和元年東

個別に適切な機関・研究者に相談の形で応援が要請され

日本台風）での化学物質流出の報告は多く，宮城県角田

た例もある。地方公共団体の策定する地域防災計画の中

市から油（推定流出量合計135 L），J-オイルミルズ静岡

には，それぞれ有害物質の流出の際の対応が書き込まれ

事業所からはリン化アルミニウム材（製品名フミトキシ

ているが，環境モニタリングの実施体制について具体的

ン，1 kg×3本），郡山市エム・ティ・アイ及びサンビッ

な記載がある場合は少ない。また自治体をまたぐ協力関

クスからシアン化ナトリウム，本宮市ではフッ化水素ア

係は，環境部門においてはほとんどないのが実情であ

ンモニウム入りタンク，トリクロロエチレン，ジクロロ

る。

メタン，イソプロパノール入りドラム缶の流出がそれぞ
れ報告されている。

2.1項で紹介した「災害時のアスベスト対策支援に関
する合意書」では，環境省関東地方環境事務所，国立研

2020年もいくつかの事故が報告されている。5月12日，

究開発法人国立環境研究所，埼玉県環境科学国際センタ

水戸市の逆川，桜川で数百匹の魚のへい死事故があった

ー及び一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会との

とされる。水戸市が水質調査結果を報告しており，農薬

間で，地震等の災害時に，環境省又は被災自治体からの

に含まれる5種類の物質が基準値を超えて検出されたと

要請を受け，関東地方環境事務所管内の1都9県におい

報道されている。

て，自治体が主体となって実施する被災建築物のアスベ

令和2年7月豪雨（7月3日～31日）では，大分県日田市

スト含有状況調査，大気中のアスベスト濃度のモニタリ

のJA倉庫が損壊，保管していた農薬976品目（計674 kg）

ング調査，被災建築物の解体工事におけるアスベスト飛

が流出，一部が玖珠川に流出した。その後の調査で，被

散防止対策，災害廃棄物の仮置場等における飛散性アス

災時における保管量1,104 kg中，7月27日時点で1,081 kg

ベストの管理等に対する支援を行うものである。このよ

を回収済と発表されている。そのほか，低濃度PCB無害化

うな協定が事前に整備されていれば，発災時にロジを必

認定施設の関連施設が冠水したものの，PCBの漏洩等によ

要とせず，迅速な対応が可能になる。また，平時におけ

15)

る周辺環境への影響はないとされている 。
2020年度の化学物質案件には，横浜・横須賀の異臭問
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では関東地方環境事務所の所轄管内に限定されている

限らないことを想定しておくべきである。災害の規模に

が，同様の取り組みが他地域にも広がる可能性がある。

よっては，これらの資源を使えるだけ使う前提であって

また，対象もアスベストとされているが，他の規制物質

も，何かが欠けたときにどんな影響がでるのか，何がで

についても拡大する可能性もあり得ると考えている。

きて何ができなくなるのか，その場合の対応をどうする

米国には，米国環境保護庁（US EPA）の中に緊急環境
16)

のかは，模擬訓練などを実施して確認しておく必要があ

調査チーム（Environmental Response Team: ERT） が

るだろう。そして，災害時に最も大切なことは，二次災

組織されており，緊急環境調査機関ネットワーク

害を引き起こさないことである。試料を得ることは大切

（Environmental Response Laboratory Network:

だが，平時と異なり現地に到達することが困難であった

17)

ERLN） 等の多くの組織と連携して対応にあたってい

り，危険を伴ったりするという前提で計画することも必

る。一方，このような全国的な対応チームはわが国に存

要になる。災害時用の装備も準備できると良いだろう。

在しない。DMAT（災害派遣医療チーム），DCAT（災害派

3.項で述べたとおり，現状の事故・災害では，化学物

遣福祉チーム，平成24年から），DPAT（災害派遣精神医

質の流出の報告から対応がスタートする。多くの場合，

療チーム，平成26年），DHEAT（災害時健康危機管理支

流出した化学物質が分かっており，そのSDSと場合によっ

援チーム，平成30年3月），JETT（気象庁防災対応支援

ては標準品が入手可能である。一方，津波被災地のよう

チーム），TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊），

な状況では，何がどれだけ流出したのか，あるいは火災

D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネットワーク）な

等により生成した物質が滞留している可能でもある。こ

ど，様々な分野における災害時の支援チームが活躍して

のような場合には，マルチターゲット分析法が必要にな

いる。日本版のERTの整備が必要ではないだろうか。

るだろう。

4．災害時環境モニタリング体制の構築に向けた技
術的課題

5．災害時環境モニタリングに向けた技術開発
阪神淡路大震災を受け，平成9年度に当時の環境庁がと

災害時の環境モニタリングをいくつか経験してきた中

りまとめた「緊急時における化学物質調査マニュアル」

で，その都度突き当たる課題は， (1)どこで何を測るべ

がある18)。そこには，検量線データベース法19)を利用して

きか（調査計画法），(2)どう測るべきか（測定技術），

285種類の物質を簡易にGC/MSで測定できる半定量ソフト

(3)どう解釈するか（判定・判断），(4)どう対応するか

の操作法が記載されている。この半定量は，GC/MSを一定

（対策），(5)何を準備しておくべきか（平時），(6)ど

の条件に統一して維持することにより，あらかじめ測定

う整備していくか（準備と整備）の6点である。特に(2)

しておいた標準物質の相対保持時間，質量スペクトル及

について詳しく述べたい。

び検量線情報をデータベース化して利用するものである。

現状で実施されている環境モニタリングは，化学物質

自動同定定量システム（AIQS）と呼ばれるもので，現在

環境実態調査（エコ調査）に代表されるように，実質的

は半揮発性物質を対象としたGC-MS版のAIQS-GC20-24)と，

に平時測定のためのものであり，高精度であることが要

親水性物質を対象としたLC-QTofMS版のAIQS-LC25,26)が開

求され，同時に高感度を追求した方法である。この場合，

発されており，AIQS-GCでは約1,000物質の情報が収載さ

測定に要する時間を考慮する優先順位は低い。緊急時に

れたデータベースや解析ソフトが市販されている。

必要な調査手法は平時のものとは設計思想が異なるだろ

4.項で述べた通り，災害時にはマルチターゲット分析

う。緊急時に必要な測定法には，①迅速に結果が出るこ

法が効率的と考えられ，AIQS-GCを活用するのは現実的な

と，②求められる定量下限値が比較的高い，③試料採取

選択であるが，以下の3つの改善点がある。ひとつは，市

や測定資源に制約があること，等の条件がある。①に関

販AIQS-GCが現在島津社製とアジレント社製の装置にし

して，災害時に第一報として知りたいことは，安全なの

か対応していない上に，両者は測定条件も収載データベ

か，危険なのかの判断であって，あるクライテリアを越

ースも異なり，互換性がないことである。ふたつめは，

えているか否か，という判定である。②に関して，緊急

データベースに収載されている物質が平時の環境モニタ

時における曝露濃度のクライテリアについては別途慎重

リングを意識したものであることである。そして3つめは，

な議論が必要であるが，平時のクライテリアが慢性影響

既存公定法に適用されていないことから，地方環境研究

を考慮するのに対し，災害時の場合は急性毒性，中毒症

所における導入と活用が進んでいないことである。

状を考慮するという考え方に立てるだろう。したがって

これらの課題に対し，著者らが担当する環境省環境研

求められる下限値は高くなり，超高感度な装置よりも，

究総合推進費「災害・事故等で懸念される物質群のうち

平易な汎用装置こそ活躍できる可能性がある。③に関し

中 揮 発 性 物質 に 対 する 網羅 的 分 析 技術 の 開 発と 拡充

ては，水，電源，照明，保冷等，現地で調達できるとは

【S17-3(2)】」と，国立環境研究所と地方環境研究所等
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とのII型共同研究「災害時等の緊急調査を想定したGC/MS

たデータを各装置に付属する解析ソフトを用いてcdfフ

による化学物質の網羅的簡易迅速測定法の開発」におい

ォーマットに変換したデータを用いる。共通の測定条件

てそれぞれ取り組みを進めている段階である。

を用い，保持指標を算出するための炭素数9～33のアルカ

すなわち，どのメーカーの装置でも使えるAIQS-GCを作

ン混合溶液の測定データ，性能評価標準混合溶液の測定

ること，災害時に測定すべき物質をデータベースに追加

データを読み込ませて，まず装置が規定された状態にあ

すること，発災時の環境モニタリングを担当することが

るかの判定を行う。合格判定が出た場合には規定の内標

想定される地方環境研究所への導入と活用に関する支援

準を添加した試料溶液を測定し，同定定量を行う。図1に

を行っている。

示される画面右上の表は同定定量された物質のリストと

汎用AIQS-GCでは，カラムの種類，キャリアガスの制御

濃度が表示される仕組みである。左側３つのクロマトグ

方式，昇温条件等を統一し，保持指標を利用することに

ラムは上から，定量イオン，第１確認イオン，関連する

した27)。汎用化の大きな課題は，チューニング方法であ

複数イオンを重ねたものであり，データベースから予測

る。AIQS-GCの（検量線データベース法の）基本的な考え

されるピークの位置が赤線で示され，保持時間のずれを

方は，GC/MSを常に規定された状態に保つことにより，同

判断できる。中央の質量スペクトルは上から測定ピーク

じ状態で測定された質量スペクトル，保持指標及び検量

の質量スペクトル，測定スペクトルのうち，類似度が高

線情報を使うことが可能になる，というものである。し

い物質の標準スペクトル中の主要なシグナルだけを抽出

たがって，質量スペクトルを一定の状態に規定するため

したもの，データベースに登録されている標準物質の質

には，ターゲットチューニングを行うことが必要になり，

量スペクトル，であり，同定の確からしさを視覚的に確

DFTPPチューニングを採用している。しかし一部装置では

認することが可能である。

このチューニングができないものがある。オートチュー
ニングでAIQS-GCを利用するための補正法も検討中であ
るが，機器メーカーにはDFTPPチューンへの対応をお願い
したいところである。

図２

ブラウザ版AIQSの解析画面

続いてこれをブラウザ上で作動させるブラウザ版AIQS
を開発した（図2）。ブラウザ版では，災害時においてサ
図１

MI-AIQS解析画面

ーバーや通信回線の負荷を軽減する必要があること，
AIQSを保有せず，その操作に不慣れなユーザーが使用す

収載物質データの拡充については，国内ストック量と

る可能性があること等を考慮に入れ，重要な機能に絞り

毒性情報等から追加の優先順位付けをして物質を選定し

込み，また操作手順が判りやすいような工夫を施した。

ている。また，各条例を含む各種規制項目等も参考にし

これらのソフトウェア（現在はMI-AIQSまで）はII型共同

ながら，災害時に測定が必要な物質を網羅すべくデータ

研究に参加する40機関に配布し，操作法の研修を実施（後

の採取を続けている。データベースは鮮度が重要で，ユ

述）するとともに，不具合の抽出，改善提案等を受け付

ーザーからのリクエストを受けて物質を追加したり，不

けており，順次バージョンアップを進めている段階であ

具合の報告を受けてデータを取り直すなど，アップデー

る。

トされることが望ましい。そこで，データベースはウェ
ブ上に置いてメンテナンスを容易にする方向で準備して
いる。

6．地方環境研究所との協働と実装に向けた取り組
み

これまでに，第一段階である装置非依存型AIQS（MI-

前項で述べた通りII型共同研究を実施している40機関

AIQS）を開発した。MI-AIQSでは，各社のGC-MSで測定し

には，開発したMI-AIQS（スタンドアローン型NIAGINATA）
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を配布し，その操作を試行してもらっている。まず「性

2) 厚生労働省：「東北地方太平洋沖地震に伴う津波に

能評価標準溶液（クライテリアサンプルと呼んでいる）」

よる毒物又は劇物の流出事故等に係る対応について」

を測定，そのデータをメールやファイル交換サーバーを

における集計結果について，https://www.mhlw.go.jp

通じて送ってもらい，国環研で解析して実施元のGC-MSの

/stf/houdou/2r9852000001djj7-att/2r9852000001dmc

状況の合否を判定している。多くの場合，最初は合格に

o.pdf (2020.12.1アクセス)

ならず，カラムのカット，注入口周りの洗浄，消耗品交

3) 環境省：東日本大震災のPCB廃棄物への影響について

換，真空状態の改善など様々な項目を改善してもらうこ

(第9報)(平成24年10月31日調査時点)，https://www.e

とで合格に達する場合が多い。続いて約100種類の化合物

nv.go.jp/jishin/attach/saigai_pcb_eikyo_201212.p

が含まれている「チェックスタンダード」の測定に進み，

df (2020.12.1アクセス)

測定が合格したら自らAIQSの解析を実施してもらってい

4) 内閣府：平成28 年（2016 年）熊本県熊本地方を震

る。解析方法の習得に関しては，共同研究機関の担当者

源とする地震に係る被害状況等について（平成31年4

を対象に2019年度に研修会を2回に分けて開催し，20機関

月12 18時00分現在），http://www.bousai.go.jp/upd

の参加いただいた。さらに，環境省環境調査研修所での

ates/h280414jishin/pdf/h280414jishin_55.pdf (202

問題解決型分析研修に「緊急時環境モニタリング」が取

0.12.1アクセス)

り上げられ，II型共同研究に参加する7機関が参加してい

5) 埼玉県：平成28年熊本地震に係る環境科学国際セン

る。2020年度は新型コロナの影響で集合型の研修会を実

ター職員の派遣について，https://www.pref.saitam

施できなかったが，一部オンラインでの勉強会等が予定

a.lg.jp/a0001/news/page/160510-06.html (2020.12.

されており，引き続きAIQSの利用促進を支援していく。

1アクセス)
6) 糸魚川市：家屋等のがれきの処理の状況について，
第3回糸魚川市駅北大火被災者説明会資料No.1，https
://hope-itoigawa.jp/wp-content/uploads/meeting20
170219.pdf (2020.12.12アクセス)
7) 環境省：奄美大島等における油漂着事案に関する環
境省の対応状況について，http://www.env.go.jp/wat
er/kaiyo/oilspill.html (2020.12.1アクセス)

図3

環境調査研修所（所沢）での研修風景

なお本課題で採取した物質データ等は，多方面での活
用を期待して無償公開することとしている。このような
取り組みを進めることで，AIQS-GCが多くの機関で活用可
能な状態になり，通常業務での予備的利用や，平時デー
タの蓄積を期待している。

気モニタリング結果について，https://www.env.go.j
p/water/kaiyo/oilspill/3_180308.pdf (2020.12.1ア
クセス)
9) 環境庁・国立環境研究所：(1998)日本海重油汚染事
故調査資料F-111，https://www.nies.go.jp/kanko/gy
omu/pdf/f111-1998.pdf (2020.12.1アクセス)
10) 内閣府：平成30年北海道胆振東部地震に係る被害状
況等について

7．おわりに
災害時の一刻を争う状況で，日ごろ使っていない分析
法と解析法を，マニュアルを見ながら試してみる，とい
うことは通常の神経であれば採用しないだろう。災害時
にAIQS-GCを使えるという状況を作るには，平時から使い
慣れた状態にする，ということである。通常の業務にAIQS
を組み込む仕掛けも今後重要になってくると考えている。

平成31年1月28日15時00分現在，http:

//www.bousai.go.jp/updates/h30jishin_hokkaido/pd
f/310128_jishin_hokkaido.pdf(2020.12.1アクセス)
11) 内閣府：平成30年7月豪雨による被害状況等につい
て

平成31年1月9日17時00分現在， http://www.bous

ai.go.jp/updates/h30typhoon7/pdf/310109_1700_h30
typhoon7_01.pdf (2020.12.1アクセス)
12) 官邸対策室：大阪府北部を震源とする地震について
平成30年６月18日(18:10)現在，https://www.kante
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