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研究成果の概要（和文）： 
金皮膜を蒸着した石英ろ紙を吸着剤とした大気中水銀濃度測定用パッシブサンプラーを開発し

た。このサンプラーを用いてインドネシアの金精錬所周辺の水銀濃度を測定した結果，WHO
のガイドライン 1,000ng/m3 を超える地点が多数あることがわかった。中央スラウェシ州では

最大 47,000ng/m3に達していた。また，富士山や立山における高度別観測では，標高の高い地

点の方が高濃度の水銀が検出されることが多く，長距離輸送が示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）： 
A passive sampler, in which quartz fiber filters coated with gold were set as an adsorbent of 
mercury, was developed to measure the atmospheric mercury concentration. The samplers 
were applied to measure the mercury concentration around small-scale gold mining sites in 
Indonesia. The mercury concentration at a number of sampling sites showed more than 
1,000ng/m3 of the WHO guideline. As the worst case, 47,000ng/m3 was confirmed at the 
Central Sulawesi Province. In Japan, the height distribution measurements were 
conducted with the passive samplers in Mt. Fuji and Mt. Tateyama alpine area. Generally, 
higher concentration was observed at higher elevation than at lower elevation, indicating a 
long range transportation of mercury. 
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１． 研究開始当初の背景 

 
国連環境計画（UNEP）は2005年に水銀に関

するDecision 23/9IVを採択し，各国政府機
関ならびにNGO等関連組織に対して環境への
水銀放出量と健康リスクの削減を求めた。そ

の要求を受け，2006年には日本を含む6ヶ国
が参加して水銀の大気輸送に関する研究分
野のGlobal Partnershipが発足した。これは，
水銀の越境移動や極地における水銀の沈着，
高地における大気中水銀濃度などに関する
研究を促すもので，大気中水銀の拡散状況の
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把握が国際的にも重要な課題であるという
認識に立ったものである。2005年の酸性雨国
際学会（チェコ）においても大気中や降雨中
の水銀が中心的課題として取り上げられ，さ
らに，2007年にはUNEPにおいて，2020年まで
に世界の水銀使用量を75％削減するという
国際条約作りに向けて議論が開始されるな
ど，水銀の環境中への拡散を抑制する施策が
早急に求められている。この中でも，小規模
な砂金採取に伴う水銀の環境中への水銀の
放出量が多いとして，2002年にUNEPにおいて
Global Mercury Projectが開始され，使用削
減に関する研究が継続されている。この
Projectによる2006年の報告では，金採取に
伴う水銀放出量は人為的な水銀放出の3分の
１に相当するとされ，対策が急がれている。
また，東アジア地域においては，石炭火力発
電所，石炭燃料暖房等が使用されている地域
が多く，水銀排出量は全世界の約30%を占め
ると言われている。富山県では，本研究グル
ープの調査によって，降雨による水銀の沈着
量が22g/km2/yearと，世界平均の5g/km2/year
を大幅に上回っていることが明らかになる
など，大陸からの長距離輸送の兆候も見られ
ている。 
インドネシア，中央カリマンタン州の金採

取が盛んな地域において，19 年 7 月に 3日間
のサンプリングを実施したところ，890 ～
1,500 ng/m3という極めて高濃度の Hg(0)を検
出した。また，Hg(p)濃度は 28～43 ng/m3 に
も達した。さらに 2007 年 9 月に富士山山頂
にて 9 日間のサンプリングを実施した結果，
25 ng/m3 という国内では非常に高濃度の
Hg(0)を観測した。 

インドネシアのケースでは，発生源は金採
取に伴う水銀の使用によるものであること
は明白であり，周辺住民に健康被害が生じな
いよう直ちに水銀の濃度分布と拡散状況を
調査する必要がある。一方，富士山山頂の高
濃度の水銀は海外からの長距離輸送を示唆
するものであり，輸送経路と発生源を特定す
る必要がある。水平面と鉛直方向という違い
はあるが，いずれのケースにおいても，濃度
分布を求めるために多点における同時観測
が必要である。しかしながら，これまでのア
クティブサンプラーによる手法では，多数の
ポンプとその電源が必要であり，安定的な電
源の確保が困難なインドネシアや富士山な
ど山岳地での実施は困難である。これらのこ
とから，電源不要のパッシブサンプラー開発
の必要性に迫られた。 
  
２． 研究の目的 

 
そこで本研究では，電子顕微鏡の前処理手

法である金スパッタリング法により，石英ろ
紙上に金皮膜を蒸着させたものを水銀の吸

着剤とする大気中水銀用パッシブサンプラ
ーを開発した。このサンプラーの性能試験を
実施し，実用に供することを目的とした。 
 
３． 研究の方法 

 
一般大気中において，アクティブサンプラ

ーとパッシブサンプラーを同一箇所に設置
し，両手法で得られる濃度の相関を検証した。 
パッシブサンプラーを用い，表 1に示すイ

ンドネシアの金精錬の盛んな地域において，
精錬所周辺の大気中水銀の水平方向の分布
を調べた。 
 
表 1 インドネシアの調査地と時期 

場所 
サンプリング 
実施時期 

中央カリマンタン州 
タカラシ 

 
(S01.41.36, E113.38.17) 

2008 年 7 月-8 月
2009 年 1 月 
2009 年 7 月 
2010 年 11 月 

中央カリマンタン州 
マカウイ 

(S00.41.58，E114.27.12) 

2008 年 7 月-8 月
2009 年 7 月 
2009 年 12 月 

西スマトラ州アチェ
(N04.36.32，E95.39.07) 

2010 年 7 月 

中央スラウェシ州パル 
(S00.53.49，E119.53.14) 

2010 年 7 月 
2010 年 10 月 

北スラウェシ州マナド 
(N01.36.38，E124.55.41) 

2010 年 7 月 
 

 
また国内では，富士山において 2009 年 8

月～9月，2010 年 7 月～8月，富山県立山に
おいては 2010 年 9 月～11 月にサンプリング
を実施し，水銀濃度の鉛直方向分布を調べた。 
 
４． 研究成果 

 
(1) パッシブサンプラーの性能 

開発したパッシブサンプラーの構造を図 1
に示す。本体はフッ素樹脂製で，拡散プレー
トの内側に金をコーティングした水銀補修
用フィルターを装填して用いる。大気への暴
露時間は 1～2日である。 
このパッシブサンプラーにより測定した

一般大気中の水銀濃度と，アクティブサンプ
ラーによる水銀濃度との比較を図 2 に示す。 
 

図 1 パッシブサンプラーの構造 



 

 

図2の点線はパッシブサンプラーとアクティ
ブサンプラーとの測定値が等しくなる箇所
である．近似直線を求めるとy＝1.09x-0.76
となり，傾きが１に近いことから，パッシブ
サンプラーにより求めた濃度とアクティブ
サンプラーによる濃度とが対応しているこ
とがわかる． 

 
図2 パッシブサンプラーとアクティブサン

プラーとの測定結果の比較 
 

(2) インドネシアにおける調査 
中央カリマンタンタカラシ集落では川の

底泥をポンプで汲み上げ，図3のような傾斜
をつけた樋を流下させ，樋にひいたムシロに
比重の大きい砂金を引っかけることにより
採取している。採取した砂金を精錬するため
に、砂金に水銀を加えアマルガムを形成させ
る。形成したアマルガムをバーナーで加熱し，
水銀を気化させることによって金を取り出
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図3 河川底泥からの金の採取 
 
気化した水銀は処理されることなく大気

に放出されるため，大気中の水銀濃度が精錬
所付近では1,000ng/m3と非常に高い。2009年1
月にパッシブサンプラーを用いて測定した
水銀の空間分布を図4に示す。 

精錬所は集落の東端にあり，精錬所から離
れるにつれ急激に濃度は低下するが，集落の
西端の0.8kmの地点においても約100 ng/m3と
集落全体が高濃度の水銀にさらされている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図4 タカラシ集落における大気中水銀濃

度の分布 
 
一方，中央スラウェシ州のパル市では金鉱

石を付近の鉱山から採取し，都市部に運搬し
てきて精錬を行っている。こぶし大の金鉱石
を粒径1cm程度にまで粉砕した後，図5のよう
なゴロンドンとよばれるドラムに鉱石と水
銀と水とを投入し回転させる。このことによ
って鉱石はスラリー状になり，含有されてい
た金はアマルガムとなって抽出される。アマ
ルガムをバーナーで加熱する点は前述のタ
カラシと同じである。このプロセスは，タカ
ラシのプロセスに比較すると，金の濃縮過程
が無く鉱石全量に水銀を加えることから水
銀の使用量が非常に多いとされる。パル市近
郊にはこのような精錬所が約700か所あり，
大量の水銀が消費されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図5 ゴロンドン 
 
図6はパル市内の2010年10月における水銀

濃度分布である。市の東部のPoboya地区で精
錬が行われているが，その中心部では47,000 
ng/m3もの水銀が検出された。Poboya地区の中
心部から数km離れた地点においてもWHOのガ
イドラインである1,000ng/m3を超える地点が
複数あるなど，大気中水銀汚染が広範囲に及
んでおり，パル市30万人の住民への健康影響
が懸念される。 
パル市と同じプロセスで操業している，中

央カリマンタンのマカウイや，北スラウェシ
のマナド，西スマトラのアチェでもそれぞれ
最大 26,000 ng/m3，660 ng/m3，1,740 ng/m3

という高濃度の水銀が観測された。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6 パル市内の水銀濃度分布 
 

(3) 富士山，立山における調査 
2009 年の富士山では標高 2,230m から

3,776mにかけて5地点で5回のサンプリング
を行った。このうち4回は標高の高い方が水
銀濃度が高い傾向があった。2010年には標高
855mから3,776mまで8地点で6回のサンプリ
ングを行った。図7は7月20日に設置，22日に
回収を行った時の水銀濃度分布である。2010
年もこのように標高の高い方が水銀濃度が
高くなる場合が6回中5回あった。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図7 富士山における水銀濃度の鉛直方向分布 
 

立山においては2010年に標高977mから
2,450mまで9地点において11回のサンプリン
グを実施した。図8は10月17日に設置，19日に
回収を行った時の水銀濃度分布である。立山
では11回中9回が標高の高い地点が水銀濃度
が高いという結果を得た。 
 このように山岳を利用し水銀濃度を標高別
に測定すると標高の高い地点の方が濃度が高
い場合が多く，長距離輸送が示唆された。 

 
(4)まとめ 

大気中水銀濃度を同時多点測定するための
パッシブサンプラーを開発した。パッシブサ
ンプラーはアクティブサンプラーと良い相関
を示し，実用に耐え得るものであることわか
った。 
このパッシブサンプラーを用いてインドネ

シアの金精練が盛んな地域で水平方向の大気

中水銀濃度分布を調査した。その結果，中央
スラウェシ州のパル市では，最大47,000ng/m3

に達する極めて高濃度の水銀が観測されるな
ど，各地で水銀汚染が広がっていることが判
明した。近隣住民への健康被害が懸念される。 
富士山と立山において標高別の大気中水銀

濃度を測定した。その結果ほとんどの場合，
標高が高い地点の方が濃度が高く，長距離輸
送が示唆された。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図8  立山における水銀濃度の鉛直方向分布 
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