はじめに

昭和３１年５月１日、日本の公害の原点と言われる水俣病が公式に確認され
ました。
水俣病は、チッソ㈱水俣工場からの工場廃水中にメチル水銀化合物が含まれ
ており、食物連鎖等によりメチル水銀が魚介類に高濃度に蓄積し、それを日常
的に多食したことが原因で発生しました。また、従来は有毒な重金属化合物が
胎盤を経由して胎児に影響をもたらすとは考えられていませんでしたが、メチ
ル水銀は、胎盤を通過して胎児の脳の中枢神経を侵し、生まれたときには既に
水俣病になっているという胎児性水俣病患者を発生させました。
水俣病の発生を契機に、わが国においては、様々な製品から水銀を削減した
り、水銀を使用しない「水銀ゼロ使用」の製品を開発するなどした結果、水銀
の使用量は、著しく減少しました。一方、近年、経済成長が著しい中国等東ア
ジア諸国においては、石炭などの燃焼による水銀の大気への排出が著しく増加
しており、世界に与える影響を無視することができないと言われるようになっ
ています。
大気中に放出された水銀は、雨とともに地表に降り、河川や海水中に存在し
ますが、そのごく一部が、微生物などの働きによりメチル水銀に変わると言わ
れており、そのメチル水銀は、食物連鎖の結果、大型の肉食魚や海洋ほ乳類に
蓄積します。これを妊婦が多量に摂食した場合、胎児に影響が出る可能性があ
ると言われており、世界でも注目されつつあります。
本県は、過去にメチル水銀を原因物質として水俣病を経験しました。過去に
そのような不幸な経験をしたからこそ、現在、問題となっている「微量水銀」
に関して、県民の皆様に率先して情報を発信し、正しく理解していただくこと
が重要であり、本書を取りまとめました。
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Ⅰ 水銀とは
１．水銀 総論
水銀は、原子番号８０、元素記号 Hg、沸点３５７℃、融点−３８．９℃、密度１３．
５３４ｇ／㎤（２０℃）の常温で液体である唯一の金属で、銀のような白い光沢を放つ
ことからこの名があり、従来から体温計、血圧計、蛍光灯など身近なところで使用され
てきた。
また、水銀は、他の金属と容易に混合する。水銀とその他の金属の合金をアマルガム
というが、銀やすず等とのアマルガムは、むし歯治療の充填剤として使用されてきた。

水銀は、昔からいろいろな場面で利用されてきた。たとえば、古墳の内壁、石棺の彩
色や壁画、神社の鳥居、漆器などに塗られる朱の原料として古代から使われてきた。
魏志倭人伝に倭（日本）の地について、
「山に丹あり、朱丹を体に塗る」という記述が
あるが、
「丹」は辰砂（しんしゃ）とよぶ硫化水銀の結晶で、朱色をしている。また、後
漢の時代の作と言われる神農本草経には水銀が収録されており、
「別名 汞 （コウ）
。悪
瘡、疥癬、寄生虫性の禿1及び堕胎の効がある」と記され、さらに「金銀銅錫を溶かす」
とある。また、硫化水銀も「丹沙（タンサ）
」の名で収録され、不老長寿の仙薬や今でい
う精神安定剤薬効を記すとともに「能く、汞に化す」とあり、紀元前から硫化水銀を用
いて金属水銀に精錬する技術があったことを示している。
さらに、西暦７４９年に完成した奈良の大仏に関する「東大寺大仏記」には、水銀
５８，６２０両（２．４ｔ）
、金１０，４３６両（４４０kg）を用いたとある。この時は、
アマルガムとして鋳銅仏に塗りつけ、あとで大仏の中から炭火で加熱し水銀を気化させ、
金メッキをしたものである。
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激しい痛み

1

２．水銀の排出源
水銀は、地球上どこにでも存在する物質である。2
元来、水銀は、岩石や土壌に含まれており、自然活動である火山の噴火や地殻変動に
より大気中にも排出されるものであり、それが雨とともに地表に降り河川や海水中にも
存在する。しかし、産業革命以降は、水銀の採掘や化石燃料の消費が増加し、自然活動
による水銀放出に人為的な活動による水銀放出が加わり、生物環境中の水銀蓄積の増加
をもたらしている。
なお、水銀は、石炭中にも含有されるため、石炭火力発電所等からも排出される。近
年、経済成長著しい中国等東アジア諸国においては、石炭火力発電所等から水銀が多量
に排出されており、日本を含む諸外国に与える影響が懸念されている。3

自然界にある水銀の大部分は、４６億年にわたる地球の歴史を通じて火山活動などによっ
て、地殻から放出されたものです。地球の歴史の方がはるかに長いため、魚介類に蓄積して
いる水銀のうち、人間が放出してきたものはごく一部と考えられます。しかし、石油や石炭
などの燃焼によっても水銀が大気中に放出されるので、産業革命以後、環境中に放出される
水銀の量は著しく増えました。私たちは、人為的な水銀汚染を防ぐためにも環境中に放出す
る水銀の量を減らす努力を続けることが大切です。
〔国立水俣病総合研究センターHP より改変〕

2

3

気圏から地下１６ｋｍまでの地圏における各元素の存在比をクラーク数といい、水銀は、０．２
ppm となり、量的には微量成分として取り扱われる。
石油の燃焼によっても水銀は排出されるが、石炭の燃焼と比較して排出量は１〜２桁少ないとさ
れている。
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３．私たちの身のまわりの水銀
私たちの身のまわりでは、次に示すように従来から様々なものに水銀が使用されてき
た。しかし、近年では、水銀を使用しない代替製品の開発が進んでおり、水銀使用量が
減少している。
朱色の顔料
乾電池
ボタン電池
バーミリオンは太古より使用さ
れてきた顔料であるが、現在、一
般に販売されているバーミリオ
ンは、古来の天然顔料の色に似
せ、人工的に「バーミリオン」と
して販売されている。

体温計※１
電子式が普及
血圧計※１
電子式が普及

マンガン電池は 1991 年４月、ア
ルカリ電池は 1992 年１月に「水
銀０（ゼロ）使用」が完成し、現
在、国内で製造する乾電池には水
銀が使用されているものはない。

消毒剤・医薬品・化粧品等
消毒剤は、1973 年に製造が中止
（海外製造の原料を輸入し、販売
されているものあり）
。また、水
銀を用いた医薬品や化粧品の使
用は、1974 年に禁止。

蛍光灯※２

水銀電池は 1995 年末に生産が中
止された。現在、アルカリボタン
電池、酸化銀電池、空気亜鉛電池
などのボタン型電池に微量の水
銀が使用されているが、電気店、
時計店、カメラ店などに回収箱が
設置されリサイクルされている。

農薬
種子殺菌剤として塩化第２水銀、
種子消毒剤として酢酸フェニル
水銀等、土壌殺菌剤としてエチル
リン酸水銀が使用されていたが、
1974 年までに使用中止。

水銀アマルガム（むし歯治療充 ワクチン※３
１本当たりの水銀量が減少：１９ 填剤）
防腐剤に「チメロサール」という
⑴
７５年代〔約５０mg〕⇒２００
有機水銀を含む消毒剤を使用。近
1970 年には国内で年間約 5.2ｔ
５年〔約８mg〕
（40W タイプ）
年はチメロサール使用量を減少し
の水銀が使用されていたが、
1999
た製品や使用しない製品が登場
年には年間約 0.7ｔ⑵に減少。
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※１ 体温計、血圧計について
体温計、血圧計に使用されている水銀は、金属水銀である。金属水銀は、毒性はほと
んどないため、もし、体温計１本分の金属水銀を誤飲しても、２〜３日後に便中に排泄
される。しかし、体温計等を壊し、散らばった水銀をそのまま放置すると、気化して蒸
気となり、それを吸入した場合、その毒性のために中毒症状が出る可能性があるため、
密閉容器に入れて戸外に置く必要がある。

【参考：水銀体温計について】
〔概要〕
体温計に使用されている水銀は、金属水銀である。もし、体温計をこわした
場合、こぼれた水銀をほうっておくと気化し、その蒸気は毒性が高い。ただし、
通気性の良い室内であれば、吸入による中毒が起こることはほとんどない。
〔毒性〕
金属水銀：飲んでも、毒性はほとんどない
（体温計１本中に金属水銀 0.8〜1.2ｇ含有。飲んでも消化管からの
吸収は極めてわずか）
水銀蒸気：水銀蒸気を吸入すると、症状が出る。
（ヒト吸入中毒量：1.2〜8.5mgHg／㎥、ヒト吸入無作用濃度：0.1
mgHg／㎥）
〔症状〕
金属水銀：ほとんど症状は現れない
水銀蒸気：発熱、悪寒、呼吸困難、頭痛は数時間で発症
下痢、腹部痙攣、視力減退、肺気腫（呼吸困難、チアノーゼ）
、ま
れに腎不全、肝不全、痙攣を生ず
〔家庭での処置〕
金属水銀：排泄を促すため牛乳を投与
水銀蒸気：新鮮な空気の所へ移す。鼻をかみ、うがいをさせる。
〔確認事項〕
患者の状態：体温計の破損によって、ガラスで口腔粘膜などに怪我がないか
を確認
〔財団法人 日本中毒情報センターＨＰから引用〕
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※２ 蛍光灯について
電灯は白熱電球と蛍光灯に大別される。蛍光灯には水銀が使用されており、以下の
原理で発光する。
【参考：蛍光灯の発光原理】
蛍光ランプの構造は、ガラスの両端に電極部分があり、ガラス管の中にはア
ルゴン、ネオン、クリプトン等の不活性ガスと微量の水銀が封入されています。
また、ガラス管内面には蛍光体と呼ばれる紫外線を可視光に変える粉末が塗っ
てあります。
発光原理は、最初に電極のフィラメントに電流を流して電極温度を高めて熱
電子を放出させます。次に両電極間に高電圧を加えることにより放電をさせま
す。放電により電極から出た電子は蒸気状の水銀原子に衝突してエネルギーを
与えることにより、水銀原子から紫外線が発生します。この紫外線が内面に塗
られた蛍光体にエネルギーを与えて可視光が放射されます。

〔
（社）日本電球工業会 HP から引用〕

なお、蛍光灯と白熱電球で同じ明るさを得ようとすると、蛍光灯の場合、電力が
１／４⑶で済むなど、省エネルギーの面で白熱電球に比べて優れている。このため、
石炭火力発電による発電量が高いカナダでは、石炭火力発電所からの水銀排出を減少
させるために蛍光灯の使用を推奨している。
また、
わが国においては、
蛍光灯１本当たりの水銀封入量の削減が進められており、
例えば４０Ｗタイプの蛍光灯で１９７５年代に水銀封入量が約５０ｍｇだったもの
が２００５年には６分の１以下の約８ｍｇまで減少している。
さらに、パソコン等の液晶のバックライトに蛍光管が使用されているが、資源有効
利用促進法により、２００３年から回収、再資源化が実施されている。
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※３ ワクチンについて
ワクチンには、「チメロサール」という添加剤が使用されている。チメロサールは有機
水銀を含む消毒剤であり、近年は、チメロサールが減量（1999 年：100ppm⇒2006 年：4
〜8ppm）されたり、使用しないワクチンが供給され始めた。
【参考：ワクチンの添加剤、チメロサールの減量の理由】
チメロサールは「エチル水銀」という有機水銀を含む消毒剤です。
チメロサールが減量されたワクチンが供給されはじめましたので、その減量理由をお知ら
せします。
防腐剤としての役割
この成分は、1930 年代（戦前）よりワクチンに防腐剤として混入されています。
日本でも 60 年ほど前から使用され、いわば予防接種行政の始めから添加されてきまし
た。そして、まれにおこる軽度の皮膚過敏症の他には特に健康障害を起こしたという報告
は無く、これまでは最も安全で使いやすい防腐剤とされてきました。
環境への配慮
しかし最近になり、さまざまな環境問題が起こってくる中で、極微量とはいえ有機水銀
を医薬品の中に混入し続けることは好ましくないと考えられるようになりました。
アメリカでは、1997 年に成立した法律で、水銀を含有する食品及び薬品の危険性を見
直すことが要請され、1999年7月に同国の公衆衛生局と小児科医会協会は「ワクチンから
可能な限りチメロサールを減量・中止するべき」という共同声明を出しています。
自閉症と水銀
こうした動きの中で、2001 年 3 月にアメリカ・テキサス州で、自閉症の患者たちが、ワク
チンに含まれている有機水銀によって自閉症が発生したとして集団訴訟に踏み切りまし
た。このことに関しては、2001 年 7 月に「予防接種安全総括委員会」が公開会議を行い、
チメロサールによって神経障害が起こったとする根拠のある報告は今のところ存在しな
い、と結論づけています。
世界保健機構と日本の動向
世界保健機関（ＷＨＯ）のワクチン安全性委員会（Global Advisory Committee on Vaccine
Safety）は、以下のように公表しています。
①ワクチン中のチメロサールと子どもの神経発達障害との因果関係を示す決定的証拠はな
い。
②ワクチンを使用しなかった時のリスク〔ワクチンで予防できる病気による罹患・死亡・合併
症のリスクとチメロサールの未添加により汚染されたワクチンによる感染症のリスク〕は、チ
メロサールによる副作用のリスクよりはるかに大きい。
③世界的規模で進行中の予防接種戦略において、現在のチメロサール添加ワクチンの使
用を即刻中止することなく、継続しながら、チメロサールをできるだけ添加しないワクチン
の使用を早急に進めていくべきである。
日本でもアメリカ、欧州、世界保健機関（ＷＨＯ）と同じく、チメロサールをできるだけ添加
しない方向にあり、ワクチン中のチメロサールの減量や無添加が見られています。
〔㈱東京医療問題研究所 HP を引用し、一部修正〕
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以上、見てきたように、わが国においては、水俣病に端を発する 1970 年代の水銀ゼ
ロ運動4を契機として、水銀使用製品の用途縮小や使用量削減努力を行っており、下記に
示すようにわが国の２００３年の水銀需要量は、１９８９年の１０分の１程度と急激に
減少してきている。

わが国の水銀需要量
〔廃棄物学会誌 vol.16 No.4 2005 P41~53「水銀の物質フローと蛍光管リサイクルのあ
り方」浅利他から引用（経済産業省：鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報を基に作成）
〕
さらに、１９７０年度（昭和４５年度）のわが国の水銀需用量は、１，２６９．６ｔ
であり、その内の約７０％の８８７ｔが、苛性ソーダの製造に利用されていたが、
１９７３年（昭和４８年）、旧通産省（現経済産業省）の要請を受け、わが国のソーダ
工業界は、世界に先駆け水銀による環境汚染対策として水銀を使用しない隔膜法等への
転換を行った。また、１９７１年（昭和４６年）に水質汚濁防止法を施行し、工場等か
らの水銀等の排水規制を行った結果、水銀を用いた消毒剤の製造が１９７３年頃に中止
され、さらに、医薬品や化粧品の使用も１９７４年に禁止されるなどした結果、わが国
における水銀使用量は、１９７０年の１２６９．６ｔから２００３年の２０ｔ弱と激減
している。
⑴

4

（財）電力中央研究所報告「石炭燃焼からの水銀に関する国際ワークショップ」から引用
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４．水銀の種類
水銀は大きく分けると「金属水銀」
「無機水銀」
「有機水銀」の３つに分けられる。
「金属水銀」は、体温計や蛍光灯に使用されている最も身近な水銀である。気化しや
すく、その蒸気を多量に長期間吸入すると中毒を起こし、肺、腎臓、脳などが冒される。
アマゾンなどでは金採掘などに使われ、環境汚染が問題になっている。
「無機水銀」は、防腐剤などに使われる酸化水銀や自然界の水銀の大半を占める硫化
水銀が含まれる。硫化水銀は朱色の原料として漆器や神社の塗料などに使用される。
「有機水銀」とは、水銀原子に炭素が結合した化合物の総称であり、有機水銀の一種
であるメチル水銀は、自然界の微生物によりごく微量であるが無機水銀から作られ、食
物連鎖や生物濃縮により魚介類に蓄積する。
水俣病は、メチル水銀が高濃度に蓄積された魚介類を多食したことが原因であり、メ
チル水銀の他に水俣病と同じような症状を起こさせる有機水銀としては、エチル水銀及
びプロピル水銀が知られているのみである。
【参考：水銀とその化合物】
金属水銀

体温計、蛍光灯、電池、血圧計、アマルガムなど
※蒸気を多量に長期間吸入すると中毒を起こす

水銀

無機水銀

酸化水銀

水銀電池

硫化水銀

辰砂、塗料、朱肉など

塩化第１水銀

下剤、利尿剤など
※上の３つはほとんど無害、体内に入って
も短期間で排出する

塩化第２水銀

塩化ビニールの製造、消毒薬など
※強い毒性を示す

その他
アルキル水銀

メチル水銀

ビニル水銀

エチル水銀

フェニル酢酸水銀

その他

消毒、殺菌剤など
※神経中毒を冒す強い
毒性を示す

有機水銀

その他
山本 斌曠 著「はるかなる水銀の旅」平成８年（１９８８）山分社より改変
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５．メチル水銀
メチル水銀は、有機水銀の１つで非常に強い毒性を持ち、水俣病の原因物質として知
られている。メチル水銀中毒の症状は、神経症状が主な症状であり、成人期に曝露した
場合の主要症候は、四肢末梢優位の感覚障害、小脳性運動失調、求心性視野狭さく、中
枢性眼球運動障害、中枢性聴力障害、中枢性の平衡機能障害であり、胎児期に曝露した
場合は、脳性麻痺症状等がおこると言われている。
通常、水銀は、大気中や土壌、海水中では主に無機水銀の形で存在しているが、海水
中に含まれている無機水銀のごく一部が自然界の微生物などの働きにより有機水銀の一
種であるメチル水銀に変わる。
海や湖などで微生物により無機水銀から作られたごく微量のメチル水銀は、プランク
トンなどに取り込まれる。プランクトンを小魚が食べ、小魚は小型の肉食魚が食べ、さ
らにこれを大型の肉食魚や海洋ほ乳類が食べる。この食物連鎖とえらや体表面からの取
り込みによる生物濃縮の過程でメチル水銀が次第に蓄積されていくため、小型の魚に比
べて大型の魚、草食魚に比べて肉食魚やクジラ・イルカなどでメチル水銀の濃度が高く
なる。そして、食物連鎖の頂点に位置する人間にも魚等を食べることによりメチル水銀
が入ってくるが、その量が微量のため普通は健康に影響が出ることはない。

なお、水俣病の場合は、チッソ水俣工場㈱からの工場廃水にアセトアルデヒド製造工
程において生じたメチル水銀化合物が含まれていたものであり、自然界の働きによりメ
チル水銀に変わったものをはるかに上回る。

〔本県作成 「はじめて学ぶ水俣病」から抜粋〕
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Ⅱ 妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項
１．胎児性水俣病の発生
水俣病患者が多発した地域では、昭和３０年代前半から脳性麻痺に似た症状の子ども
の出生が多くなっていた。熊本大学の研究班は昭和３６年から３７年にかけて死亡した
女児２人を解剖した結果、２人とも胎児のうちに水俣病になっていたと考えられるとの
結論に達し、３７年１１月に発表した。そして、すでに同年８月に認定されていた１名
に続き、同年１１月２９日に１６人の子どもたちが胎児性水俣病と認定された。
胎児性水俣病とは、妊婦が汚染された魚介類をそうと知らずに食べているうちに、メ
チル水銀が胎盤を通過して胎内の赤ちゃんに侵入し、胎児の脳の中枢神経を侵し生まれ
た時にはすでに水俣病になっているというものである。また、汚染が最も濃厚だった昭
和３０年代前半には流産、死産が多かったことから胎芽期の曝露は流産、死産となった
可能性もある。⑷
従来の医学の通念では、妊婦の体内に入った有毒な重金属化合物が胎盤を通じて胎児
にまで影響をもたらすとは考えられていなかった。このような胎盤を経由しておこった
メチル水銀中毒の発見は、水俣病が世界で最初である。
その後、
イラクの中毒事件5でも、
出生前に曝露を受けた新生児の中に中枢神経系が高度に障害された患者が発生しており、
世界の研究者はメチル水銀の研究、とくに胎児への影響を研究し始めた。

２．厚生労働省の「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直し
について」

（１）世界のメチル水銀に関する疫学調査
平成１７年１１月２日、厚生労働省は「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意
事項の見直しについて」を公表した6が、その前提として、食品安全委員会が厚生労働
省から評価依頼を受けて審議を行い、平成１７年８月４日に厚生労働大臣に審議結果
を通知⑸（
「厚生労働省発食安第０７２３００１号に係る食品健康影響評価の結果の通
知について」
（以下、
「平成１７年８月４日食品健康影響評価通知」という。
）
）してお
り、その中には、次に示す３つの疫学研究の事例が示されている。

5

6

1971 年〜1972 年の冬にかけて、イラクの農村地帯で、メチル水銀殺菌剤で処理された小麦種子
が不注意で粉に挽かれ、食用の小麦粉に混入したもので、全入院患者は 6,000 人強に上り、400 人
の死者が記録された。
同省は、平成１５年６月３日に１回目の「水銀を含有する魚介類の摂食に関する注意事項」を公
表している。
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メチル水銀の毒性に関する知見
生体に対するメチル水銀の毒性については、ＷＨＯの環境保健クライテリア（Ｅ
ＨＣ）7をはじめとするすぐれた総説において知見が整理されており、中枢神経系に
対する影響が最も典型的なものであることが知られている。メチル水銀は、経口摂
取された場合、速やかに腸から吸収され、血液を介して、全身の組織に速やかに分
布し、摂取量が多い場合には、水俣病やイラク（かびの発生防止のためにメチル水
銀で処理された種まき用小麦を摂食したことによりメチル水銀中毒が発生。
）の事例
で知られるような中毒が認められる。
特に、メチル水銀は血液−脳関門機能が完成されていない発達中の胎児の中枢神
経が最も影響を受けやすい。上述のように、ヒトは主として魚介類を介してメチル
水銀曝露することから、一般環境に居住している妊婦のメチル水銀曝露と胎児への
影響を調査することの重要性が指摘されてきた。近年、主要な国際機関において耐
容摂取量について検討されている。
（１）メチル水銀の主要な疫学研究
① フェロー諸島前向き研究（コホート調査）
（略）
② セイシェル小児発達研究（コホート調査）
（略）
③ ニュージーランドの疫学調査（コホート調査）
（略）
〔平成１７年８月４日付け府食第７６４号「厚生労働省発食安第 0723001 号に係る食品健
康影響評価の結果の通知について」⑸から抜粋〕

微量水銀の胎児への影響については、上記のとおり３地域で調査が行われたが、同
報告書の中で、フェロー諸島においては、
「影響あり」
、セイシェル共和国においては、
「影響なし」と逆の結果が出ており、ニュージーランド疫学研究については、
「データ
が不安定であるため、ニュージーランド疫学研究の結果を用いることが適当であると
は言い難い。
」とされている。

7

世界保健機関（WHO）
、国際労働機関（ILO）及び国連環境計画（UNEP）が共同で実施してい
る国際化学物質安全性計画（IPCS） の活動のひとつで、広範囲な化学物質をはじめとして騒音、
電波・電磁波及び放射性核種が人の健康や環境へ与える影響についての専門家による評価をまとめ
たもの。
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（２）ハイリスクグループ及び耐容週間摂取量
平成１７年８月４日食品健康影響評価通知では、ハイリスクグループについては、
乳児は、母親の血液中のメチル水銀が母乳にほとんど移行しないこと、また、小児は、
メチル水銀を体外に出す排泄機能が成人と同様に働く8ことからハイリスクグループ
とはせずに、胎児のみをハイリスクグループとしている。また、食品の消費に伴い摂
取される汚染物質に対して人が許容できる１週間当たりの摂取量である耐容週間摂取
量については、フェロー諸島とセイシェル共和国の２つの疫学調査を基にメチル水銀
２．０μｇ／ｋｇ体重／週とされた。
なお、２００３年（平成１５年）にＪＥＣＦＡ9が、耐容週間摂取量について１．６
μｇ／ｋｇ体重／週の評価を行い、同報告書の２．０μｇ／ｋｇ体重／週と異なった
評価を下しているが、これは、各々の機関の不確実係数の取り方の違い⑹によるもの
であり、ＪＥＣＦＡ自身は、
「不確実係数の数値の取り方については、幅を持たせる余
地がある。
」としている。

（３）
「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直しについて」
前期の食品安全委員会報告を踏まえ、平成１７年１１月２日、厚生労働省は「妊婦
への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直し10について」
（以下、
「平成１７年
⑺
１１月２日注意事項見直し」という。
）を公表 し、その中で「魚介類は自然界の食物
連鎖を通じて、特定の地域にかかわりなく、微量の水銀を含有していますが、その含
有量は一般に低いので健康に害を及ぼすものではありません。しかしながら、一部の
魚介類については、食物連鎖を通じて、他の魚介類と比較して水銀濃度が高いものも
見受けられます。
」とした上で、以下のとおり、耐容週間摂取量を基に具体的に妊婦が
注意すべき魚介類の種類とその摂食量を示した。

8

ヒトにおけるメチル水銀の生物学的半減期（摂取量が半分になる期間）は７０日とされている。
Joint FAO/ WHO Expert Committee on Food Additives FAO（国際連合食糧農業機関）と WHO
（世界保健機構）が合同で運営する専門家の会合として 1956 年から活動開始。FAO,WHO、それら
の加盟国等に対する科学的な助言機関として、添加物、汚染物質、動物用医薬品などの安全性評価を
行う。
10 厚生労働省は、平成１５年６月３日に「水銀を含有する魚介類等の摂食に関する注意事項」を公
表していたが、その後のＪＥＣＦＡの耐容週間摂取量の引き下げや各国の改正等に対応し、注意事項
を見直したもの。
9
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〔妊婦が注意すべき魚介類の種類とその摂食量（筋肉）の目安〕
摂食量（筋肉）の目安

魚介類

１回約 80g として妊婦は２ヶ月に１回まで

バンドウイルカ11

（１週間当たり 10g 程度）
１回約 80g として妊婦は２週間に１回まで

コビレゴンドウ１１

（１週間当たり 40g 程度）
１回約 80g として妊婦は週に１回まで

キンメダイ、メカジキ、クロマグ

（１週間当たり 80g 程度）

ロ、メバチ（メバチマグロ）
エッチュウバイガイ、
ツチクジラ１１、マッコウクジラ１１

１回約 80g として妊婦は週に２回まで

キダイ、マカジキ、ユメカサゴ

（１週間当たり 160g 程度）

ミナミマグロ、ヨシキリザメ
イシイルカ１１

（参考１）マグロの中でも、キハダ、ビンナガ、メジマグロ（クロマグロの幼魚）
、
ツナ缶は通常の摂食で差し支えませんので、バランス良く摂食して下さ
い。
（参考２）魚介類の消費形態ごとの一般的な重量は次のとおり。
寿司、刺身
１貫又は１切れ当たり
１５ｇ程度
刺身
１人前当たり
８０ｇ程度
切り身
１切れ当たり
８０ｇ程度
目安の表に掲げた魚介類のうち複数の種類を食べる場合には、次のことに御留意
ください。
例えば、表に「週に１回と記載されている魚介類」のうち、２種類または３種類
を同じ週に食べる場合には食べる量をそれぞれ２分の１または３分の１にするよ
う工夫しましょう。また、表に「週に１回と記載されている魚介類」及び「週に２
回と記載されている魚介類」を同じ週に食べる際には、食べる量をそれぞれ２分の
１にするといった工夫をしましょう。また、ある週に食べ過ぎた場合は次の週に量
を減らしましょう。
〔厚生労働省「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項」⑺から一部を抜粋〕

11

哺乳類であるが、厚生労働省「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項」に記載してある
ため、そのまま引用している。
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また、平成１７年１１月２日注意事項見直しの中で、
「魚介類は、良質なタンパク質
や、生活習慣病の予防や脳の発育等に効果があるといわれている EPA、DHA 等の高
度不飽和脂肪酸をその他の食品に比べ多く含み、また、カルシウムを始めとする各種
の微量栄養素の摂取源である等、健康的な食生活にとって不可欠で優れた栄養特性を
有しています。
」とした上で、
「わが国における食品を通じた平均の水銀摂取量は、公
表した妊婦を対象とした耐容量の６割であって、一般に胎児への影響が懸念されるよ
うな状況ではありません。
」とし、妊婦が注意事項の対象となった魚介類を偏って多量
に食べることを避け、水銀摂取量を減らすことによって魚食のメリットを活かすこと
の両立が期待されている。
また、乳児や小児については、現時点で得られている知見によれば、乳児では曝露
量が低下し、小児は成人と同様にメチル水銀が排泄され、脳への作用も成人の場合と
類似していることから、
子どもや一般の方々については、
「通常食べる魚介類によって、
水銀による健康への悪影響が懸念されるような状況ではありません。健康的な食生活
の維持にとって有益である魚介類をバランス良く摂取してください。
」
と注意事項の対
象とされていない。
さらに、胎児への影響について、
「胎児への影響は、例えば音を聞いた場合の反応が
1/1,000 秒以下のレベルで遅れるようなもので、あるとしても将来の社会生活に支障
があるような重篤なものではありません。
」とされている。
【参考：
「妊婦が注意すべき魚介類の種類とその摂食量（筋肉）の目安」に記載され
た魚介類の水銀値】⑻
魚介類
魚類

クジラ

貝類

総水銀濃度（ppm） メチル水銀濃度（ppm）
検体数
平均値
検体数
平均値
キンメダイ
111
0.684
82
0.532
メカジキ
44
0.969
42
0.674
クロマグロ
127
0.723
120
0.542
メバチ
90
0.733
84
0.549
キダイ
39
0.329
32
0.329
マカジキ
28
0.460
25
0.343
ユメカサゴ
96
0.413
96
0.321
ミナミマグロ
93
0.498
90
0.386
ヨシキリザメ
30
0.544
30
0.350
バンドウイルカ
5
20.84
5
6.622
コビレゴンドウ
4
7.1
4
1.488
ツチクジラ
5
1.168
5
0.698
マッコウクジラ
13
2.1
5
0.7
イシイルカ
4
1.035
4
0.37
エッチュウバイガイ
17
0.464
10
0.485
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３．期待される「胎児の微量水銀汚染に関する調査」の更なる研究
厚生労働省は、ＪＥＣＦＡが平成１５年６月中旬にメチル水銀の再評価を実施したこ
とや欧米諸国において、妊婦等を対象とした摂食の注意事項が公表されたことから、平
成１７年１１月に妊婦の魚介類の摂食について見直しを行ったが、厚生労働省と
ＪＥＣＦＡは、ともにフェロー諸島とセイシェル共和国における２つの疫学調査を基に
して、耐容週間摂取量を決定している。しかしながら、そもそも、微量なメチル水銀の
摂食により胎児の発達に影響が生じるのかについては、フェロー諸島の研究では「影響
あり」
、セイシェル共和国の研究では「影響なし」と逆の結果が出ており、現在のところ、
明確な知見がない。
但し、
「影響あり」との結論が出されたフェロー諸島での研究については、平成８年６
月の第５３回ＪＥＣＦＡにおいて、フェロー諸島とセイシェル共和国の相反する結果に
関して、①他の要因（フェロー諸島では PCB 曝露の要因があった）
、②食文化の違い（フ
ェロー諸島では魚よりもメチル水銀濃度が非常に高いゴンドウクジラを摂食すること）
、
③評価時期やテストの種類が違うことの３つの要因が関与した可能性が指摘されている。
また、筑波大学 藤木素士名誉教授（現 熊本県環境センター館長）は、平成６年ア
メリカ合衆国アーカンソー州ホットスプリングで開催された第１２回国際神経中毒学会
の研究報告の概要を報告しているが、その中で以下のように「影響なし」との結果が出
されたセイシェル共和国での研究を高く評価している。
第１２回国際神経中毒学会では、
（胎児や妊婦に関するメチル水銀の影響に関して従
来研究論文が少なく、この分野の論文の充実が望まれていたためＩＰＣＳ報告書に掲
載された）イラクのデータを用いた疫学的研究を行ったアメリカ合衆国のロチェスタ
ー大学のクラークソン教授を中心とする研究グループがセイシェル共和国と共同で行
った研究を発表した。
この研究は、ＩＰＣＳ報告書の勧告12に応えたすぐれたデザインに基づく疫学の大
規模なコホート研究であり、的確であり、信頼性は高い。特にイラクの研究やニュー
ジーランドの研究と比較できるように検査法に同じ手法も組み込んでいる点、イラク
の研究で微量水銀による発達遅滞が出現するリスクが５％あるかもしれないと報告し
た同じ研究者が、今回はすぐれたデザインに基づいて疫学調査を行って、本人が前回
の研究報告の結論の信疑を確かめた点が高く評価できる。

12

「環境保健クライテリア１０１：メチル水銀」
（１９９０年）には、今後の課題として「胎児は
特にリスクが高い」として、
「母親のピーク時頭髪水銀レベルが２０μｇ／ｇ以下のレベルとなるよ
うなメチル水銀の曝露を子宮内で受けた児の疫学的研究を行う必要がある。
」と指摘している。そし
て、
「学問的知識が不十分」として、
「メチル水銀の毒性及び潜在的なリスクについて我々の理解に
は、重要な進歩が見られるにもかかわらず、追加的研究を早急に行う必要がある研究分野が残って
いる。これらの分野の中で最も重要なのは、胎児曝露の場合の量−反応関係において影響を及ぼす
最低のメチル水銀量である。
」と勧告してある。
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従来、日本には低濃度のメチル水銀が胎児の発達に与える影響に関する調査データが
なかったため、環境省は、平成１４年度からマグロなどの摂食量が多い宮城県内で調査
を開始している。これは、平成１４年から１６年末までの２年半の間に出産した母子の
母親の食生活や毛髪、母乳、血液、へその緒の水銀値と出生児の知能、言語、運動機能
などを長期に亘って追跡調査するものである。
また、国立水俣病総合研究センターは、魚介類摂取に伴う妊婦・出産年齢女性のメチ
ル水銀曝露評価に関する研究、及びメチル水銀濃度の高い大型の魚介類を食べるのでは
なく小型の魚を食べることによって魚介類由来の EPA や DHA 等のメリットを受けつ
つリスクを減らす方策を研究している。こうした研究結果が出されれば、胎児に及ばす
メチル水銀の影響に関して再評価が行われることとなるものと思われる。
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Ⅲ 環境における本県の水銀の状況
１．大気の水銀
（１）国による基準
〔有害大気汚染物質に係る指針値（H15.9.30 環管総発第 030930004 号）
・年平均値・・・・・・・・・・・・４０ｎｇ／㎥以下
（２）本県の現状
以下に示すように、平成１７年度までの調査結果においては（以下、第１章 Ⅲ「環
境における本県の水銀の状況」において、同じ。
（但し、平成１８年度のデータで既に
公表しているものについては記載。
）
）
、本県のこれまでの全てのデータにおいて、国の
指針値を下回っている。
大気水銀調査結果
表1-1 苓北志岐の調査結果の推移
年度
平均濃度 操業前後
H5
2.0
苓北発電
H6
2.0 所操業前
H7
2.3
H8
2.3
H9
3.3
H10
3.0
H11
2.8
H12
4.3 苓北発電
H13
1.3 所操業後
H14
−
H15
2.0
H16
1.7
H17
1.7

単位（ng／m3）

(参考)平成１６年度全国の調査結果範囲(平均値)
0.94〜4.6（2.3)
各都道府県有害大気汚染物質調査結果より

測定地点
天草保健所
五和手野
天草高浜

表1-2 天草市内の調査結果の推移
H13
H14
H15
H16
1.7
−
1.7
2.1
1.4
−
1.6
2.0
1.4
−
1.6
1.5

H17
1.8
1.2
1.6

苓北発電所供用開始：1号機：平成7年12月、2号機：平成15年6月

表1-3 有害大気汚染物質による調査結果の推移（毎月実施）
測定地点
H11
H12
H13
H14
H15
H16
有明保健所
2.2
1.7
1.9
1.8
2.1
2.1
水俣保健所
1.6
1.8
2.1
2.0
八代自動車排ガス測定局
1.9
1.8
2.1
2.1
水道町自動車排ガス測定局
2.8
熊本市大江市民ｾﾝﾀｰ
3.2

H17
1.8
1.7
1.8
2
2.1

表1-4 水俣市内の調査結果
測定地点
H13
H14
水俣湾埋立地NO1
1.7
1.9
水俣湾埋立地NO2
1.9
2.2
県環境ｾﾝﾀｰ
1.6
2.1
調査機関：熊本市外は、県保健環境科学研究所・熊本市内は、熊本市
表1-5 苓北発電所操業前後の調査結果の推移（九電調査）
測定地点
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H15
H16
苓北町木場
2.6
1.8
2.9
2.1
1.9
2.2
2.0
1.8
天草町下田
2.9
1.9
5.7
3.3
2.7
2.5
1.9
1.8
本渡市宮地岳
1.9
3.3
4.3
1.9
2.6
2.7
2.0
2.1
五和町手野
1.9
1.9
10.0
1.6
2.5
2.6
2.0
2.3
※H11〜H14年度は未測定
※五和手野(県調査)と五和町手野(九電調査)は、調査地点が異なる。
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H17
1.9
2.0
2.1
2.1

また、表１−４に示すように水俣湾埋立地における大気中水銀濃度も調査している
が、調査の結果は、水俣市内における濃度（水俣湾埋立地 NO１：1.7ng／㎥、1.9 ng
／㎥、水俣湾埋立地 NO２：1.9ng／㎥、2.2 ng／㎥、環境センター：1.6ng／㎥、2.1 ng
／㎥）は、全国の平均値（最大 4.6ng／㎥、最小 0.94ng／㎥、平均 2.3ng／㎥）を下
回っており、現状では、埋立工事をしたことにより大気中への拡散はないものと考え
られる。

（３）諸外国の現状
環境大気への水銀放出源は、
自然源及び人為発生源に大別されることは前述したが、
産業化が進んだ現代では人為発生源として、化石燃料の燃焼、廃棄物の焼却、鉱石の
製錬等が主要な発生源となっている。
（財）電力中央研究所の「石炭火力発電所の微量物質排出実態調査」等によると、
近年、アジア諸国においては、経済成長が著しいが、化石燃料の燃焼等による人為的
汚染がわが国へ及ぼす影響を無視することはできない。特に中国ではエネルギーの大
半を石炭に依存しており、その燃焼に伴う大気中への水銀排出量は年々増大し、2003
年では、石炭燃焼起源による水銀排出量は２５６．７ｔ⑼（うち石炭火力発電は約１
００．１ｔ）にも及ぶ。
一方、わが国においては、水俣病の発生を契機に１９７０年代から水銀の使用量が
減少し、その結果、排出量は低くなっており、石炭火力発電所からの排出量について
も０．６４ｔ⑼と大気中の水銀濃度は低く、国内的には問題となっていない。
また、各国における石炭火力発電所から大気中に排出される水銀量は以下のとおり
であり、中国の突出ぶりが確認される。
日本
中国
アメリカ
イギリス
ドイツ
フランス
スウェーデン

０．６４ｔ （
１００．１ｔ（
５１ｔ
（
７．８ｔ
（
５．７ｔ
（
１．５ｔ
（
０．１ｔ
（

００）
０３）
９４）
９５）
９５）
９５）
９５）

５４．２ｔ（
１．７５ｔ（
８ｔ
（
３．７ｔ （
０．０４ｔ（

９６）
９９）
９９）
９９）
９９）

〔（財）電力中央研究所「石炭火力発電所の微量物質排出実態調査」⑽から引用〕
以上のように、わが国における大気への水銀排出量の多くの割合を占める石炭火力
発電所からの排出量は、他国と比較すると、ごく僅かであり、本県における大気中の
水銀濃度も国が定める指針値を大きく下回っている。しかし、全世界の水銀排出量の
５２％はアジア地域から排出されていると言われており、その中でも隣国の中国は最
大の排出国であり、中国で大気中に放出された水銀は、気象条件によっては、日本に
到達している可能性も否定できない。⑾
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さらに、以下に示すように、中国国家環境保護局が、
「中国で大気汚染が原因と見ら
れる呼吸器障害や気管支炎疾患で３５万人を超える都市住民が死亡、６４万人が入院
し、経済損失が５１１８億元（約７兆５千億円）にも達している。
」と公表しており、
中国からの大気汚染が懸念される。

平成１８年９月１２日 西日本新聞

このため、
環境省においては、
国際的観点からの有害水銀対策戦略を策定するべく、
そのための基礎的な検討を行う「有害金属対策策定基礎調査専門検討会」を平成１８
年１２月２６日に設置し、以下の事柄にかかる検討を行っている。⑿
① 環境監視システム構築のための基礎調査
② 製品中有害金属等の含有量測定
③ マテリアルフロー・排出インベントリー作成のための基礎調査
④ アジア太平洋域の環境監視のための基礎調査
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２．公共用水域13の水銀
（１）国・県による基準
① 水質汚濁に係る環境基準14
〔環境基本法第１６条第１項〕
・総水銀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．０００５ｍｇ／㍑以下
・アルキル水銀・・・・・・・・・・・・・・・・検出されないこと
② 排水基準
〔水質汚濁防止法第３条〕
・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物・・・・０．００５ｍｇ／㍑以下
・アルキル水銀化合物・・・・・・・・・・・・・・検出されないこと
〔熊本県地下水保全条例第１７条第１項〕
・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物・・・０．０００５ｍｇ／㍑以下
・アルキル水銀化合物・・・・・・・・・・・・・検出されないこと
※熊本県の地下水を質の面から保全する観点から熊本県地下水質保全条例
（現熊本県地下水保全条例）を平成２年に制定（平成３年４月１日施行）
したときに、排出水の排水基準を水道水質基準（０．０００５ｍｇ／㍑）
と同程度に設定したことにより、国の排水基準より１０倍厳しい基準とな
った。
〔水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づき排出基準を定める条例〕
・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物・・・０．０００５ｍｇ／㍑以下
※熊本県地下水保全条例の制定時に併せて、同条例も同じ基準としたもの。
※熊本県地下水保全条例第７条第２号
・同条例では、規則（熊本県地下水保全条例施行規則）で定める業種に属する
工場又は事業場を規制の対象としているが、水質汚濁防止法よりも広い業種
を指定している。さらに、水質汚濁防止法では、業種とともに脱水施設や濾
過施設等の特定施設を指定し、指定された業種であっても特定施設がなけれ
ば法の規制対象とならないが、
規則では特定施設を指定しなかったことから、
結果的に指定された業種は全ての事業所が規制対象となることとなり、水質
汚濁防止法よりも規制対象が広い。

13
14

公共用水域：河川、湖沼、港湾、沿岸その他公共の用に供される水域等
環境基準：人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準
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③ 底質の暫定除去基準
〔Ｓ５０年１０月２８日付け環境庁水質保全局長通達〕
・海域・・・・・・・・・・海域毎に潮位や水銀の溶出率等を用いて算出する。
※水俣湾の場合 ２５ｐｐｍ
・河川、湖沼・・・・・・・２５ｐｐｍ
④ 魚介類の暫定的規制値
〔Ｓ４８年７月２３日付け厚生省環境衛生局長通知〕
・総水銀が０．４ppm を超え、かつ、メチル水銀が０．３ppm を超えるもの。
・ただし、マグロ類（マグロ、カジキおよびカツオ）および内水面水域の河川
産の魚介類（湖沼産の魚介類は含まない）については適用しない。
※ なお、
「妊婦および乳幼児に対しては、各方面の魚介類の調査結果と食生
活の実態を考慮のうえ適切な食事指導にあたられたい。
」とされている。
（２）本県の現状
① 「水質汚濁に係る環境基準」について
平成１７年度熊本県公共用水域水質測定計画に基づく水質調査では、表２−１の
とおり、全ての地点において水銀は検出されていない。
表２−１〔水質調査結果〕
水域 地点数
調査結果
最大
最小
河川
海域

４９
１６

0.0005未満
0.0005未満

(mg/㍑)
平均

0.0005未満
0.0005未満

0.0005未満
0.0005未満

環境基準
0.0005mg/㍑以下
0.0005mg/㍑以下

＊平成１７年度水質調査報告書（公共用水域）
また、県では昭和４５年度から毎年、環境調査を実施しているが、表２−２のと
おり過去に環境基準値を超えて水銀が検出された例がある。しかし、水俣湾公害
防止事業（Ｓ５２年１０月〜平成２年３月）により、それ以降、水銀は検出され
ていない。
表２−２〔本県実施の過去の水質汚濁に係る環境調査（水銀検出分）〕
時 期
地 点
調査結果(mg/㍑)
備
考
湾に降雨による濁水が流入し、底質の巻
S48年５ 水俣湾内
０．０００６
き上げが生じたためと推測される
月
上記同様、底質の巻き上げによるものと推
S53年 水俣市丸島漁港 ０．０００９
測される
流入前
０．００１０
※なお、国が昭和４８年に実施した「有明海・八代海環境総合調査」では、有明
海で３地点、八代海で５地点、水俣湾で３地点、八代港で１地点から検出されて
いる。
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② 「排水基準」について
水質汚濁防止法及び熊本県地下水保全条例に基づき、平成１７年度工場事業場排水
監視における水銀調査では、表２−３及び表２−４のとおり排水から検出された事例
はない。
なお、過去の事例として、国の一律基準を適用していた平成３年３月３１日までは
昭和５２年度及び昭和５８年度にそれぞれ１件、上乗せ排水基準適用後は平成 9 年度
に１件の改善命令を発出している。
表２−３
〔熊本県地下水保全条例に基づく対象事業場排水等調査結果〕
事業場数
調査結果（mg/ ㍑）
排水基準
１０
0.0005未満
0.0005mg/ ㍑以下
＊平成１７年度対象事業場排水等監視調査結果
表２−４
〔水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づき排出基準を定める条例に基づく対象事
業場排水調査結果〕
対象工場・事業場数 調査結果（mg/ ㍑）
排水基準
８
0.0005未満
0.0005mg/ ㍑以下
＊平成１７年度特定事業場排水監視調査結果
＊８事業場のうち３事業場で水銀が試験用として用いられているため、調査を実施。
また、残りの５事業場は排水量が多い大工場であるため、他の重金属と併せて実
施しているもの。

③ 「底質の暫定除去基準」について
平成１７年度熊本県公共用水域水質測定計画に基づき底質を調査しているが、河川
及び水俣湾における水銀の暫定除去基準（河川・湖沼２５ppm、水俣湾２５ppm）に
比較し、表２−５のとおり調査結果は低い値で推移している。
表２−５〔底質調査結果〕
水域
地点数
最大
河川
６
海域（水俣湾以外） １８
海域（水俣湾）
２９

0.61
0.26
8.39

調査結果

(ppm)

最小

平均

0.01
0.01未満
0.38

0.14
0.14
3.16

暫定除去基準
25ppm
（注）
25ppm

＊平成１7 年度水質調査報告書（公共用水域）
＊水俣湾については平成１７年度水俣湾環境調査結果
（注）海域の基準は海域毎に潮位や水銀の溶出率等を用いて算出される。
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④ 「魚介類の暫定的規制値」について
県内では水俣湾環境対策基本方針に基づき、水俣湾において２魚種を対象に実施し
ているが、表２−６のとおり平成１６年に大きく変動したが、平成１８年度前期及び
後期の調査結果は、およそ２年ぶりに低下し、安定した状態に戻っている。

表２−６〔魚類調査結果〕
魚 種 項 目
Ｈ１５
カサゴ 総水銀
メチル水銀
ササノ 総水銀
ハベラ メチル水銀

0.34
0.28
0.20
0.17

Ｈ１６
0.40
0.36
0.17
0.16

Ｈ１７

〔単位：ppm〕
暫定的
Ｈ１８

追加

前期

後期

前期

後期

規制値

0.36
0.36
0.17
0.16

0.38
0.29
0.18
0.14

0.37
0.30
0.18
0.14

0.26
0.20
0.17
0.11

0.30
0.24
0.15
0.10

0.4
0.3
0.4
0.3
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３．地下水及び土壌の水銀
（１）国・県による基準
① 地下水の水質汚濁に係る環境基準
〔環境基本法第１６条第１項〕
・総水銀・・・・・・・・・・・・・・・０．０００５ｍｇ／㍑以下
・アルキル水銀・・・・・・・・・・・・検出されないこと
② 地下浸透に係る排水基準（対象事業場からの地下浸透水の浸透の制限
〔水質汚濁防止法第１２条の３〕及び〔熊本県地下水保全条例第１６条〕
・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物・・・・・・・検出されないこと
・アルキル水銀化合物・・・・・・・・・・・・・・・・・検出されないこと
※熊本県地下水保全条例第７条第２号
・同条例では、規則（熊本県地下水保全条例施行規則）で定める業種に属する
工場又は事業場を規制の対象としているが、水質汚濁防止法よりも広い業種
を指定している。さらに、水質汚濁防止法では、業種とともに脱水施設や濾
過施設等の特定施設を指定し、指定された業種であっても特定施設がなけれ
ば法の規制対象とならないが、
規則では特定施設を指定しなかったことから、
結果的に指定された業種は全ての事業所が規制対象となることとなり、水質
汚濁防止法よりも規制対象が広い。
③ 土壌の汚染に係る環境基準
〔環境基本法第１６条第１項〕
・総水銀・・・・・・・・・・・・０．０００５mg／㍑以下（溶出試験による）
・アルキル水銀・・・・・・・・検出されないこと（溶出試験による）
④ 土壌汚染対策法に基づく指定基準
〔土壌汚染対策法第５条〕
都道府県知事は、土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると認められる
場合、当該土地の所有者等に命令し調査を行わせることができるとされており、
その調査の結果、以下の土壌含有量基準ないしは土壌溶出量基準に適合しない場
合、特定有害物質（水銀含む）によって汚染されているとして当該土地の区域を
指定するものとされている。
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〈土壌含有量基準〉
・水銀及びその化合物 含有量基準 15mg/kg 以下
※自然的原因による含有量の上限値の目安 水銀 1.4mg/kg
（土壌汚染対策法の施行について：H15.2.4 環水土第 20 号より）
〈土壌溶出量基準〉
・水銀及びその化合物・・・・・・・０．０００５mg／㍑以下
うちアルキル水銀・・・・・・・・検出されないこと

（２）本県の現状
① 「地下水の水質汚濁に係る環境基準」について
平成１７年度熊本県地下水質測定計画に基づく水質調査では、７６検体調査を実
施したが、全ての地点で水銀は検出されていない。また、平成２年度から地下水質
調査を実施しているが、これまで検出された事例はない。
表３−１〔地下水質調査結果〕
調査井戸数
検出井戸数
７６
０

基準超過数
０

環境基準
0.0005mg/ ㍑以下

＊平成１７年度水質調査報告書（地下水）
② 「地下浸透に係る排水基準」について
水質汚濁防止法及び熊本県地下水保全条例の規制対象となる水銀を使用する工
場・事業場において、排水を地下浸透処理している例は、過去からない。
③ 「土壌の汚染に係る環境基準」について
事業者、公共団体等が実施する土壌調査において、土壌の汚染に係る環境基準を
望ましい基準として適切な対応を指導している。
④ 「土壌汚染対策法に基づく指定基準」について
これまでに調査を命じた例はなく、指定区域の指定は行っていない。
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４．廃棄物の水銀
（１）国の基準
① 産業廃棄物に含まれる有害物質の判定基準
〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則別表第一〕
・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物・・・０．０５㎎／㍑以下
・アルキル水銀・・・・・・・・・・・・・・・・検出されないこと
② 廃棄物の埋立地の保有水等集排水設備により排出される保有水の排水基準
〔一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定め
る省令（昭和５２年総理府・厚生省令第１号）〕
・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物・・・０．００５㎎／㍑以下
・アルキル水銀・・・・・・・・・・・・・・・・検出されないこと
③ 廃棄物の埋立地から地下水等への影響の有無を判断する基準
〔一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定め
る省令（昭和５２年総理府・厚生省令第１号）〕
・総水銀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０．０００５㎎／㍑以下
・アルキル水銀・・・・・・・・・・・・・・・・・検出されないこと

（２）本県の状況
① 「産業廃棄物に含まれる有害物質の判定基準」調査について
平成１７年度において、事業者及び処理業者が取り扱った産業廃棄物のうち１６
検体を抜き取り、水銀の溶出調査を実施したが、いずれも産業廃棄物に含まれる有
害物質の判定基準を超過していない。また、過去から超過した例はない。
② 「廃棄物の埋立地の保有水等集排水設備により排出される保有水の排水基準」調査
について
平成１７年度において、産業廃棄物処分業者の埋立地から排出される保有水のう
ち３１検体を抜き取り、水銀の分析調査を実施したが、いずれも保有水の排水基準
を超過していない。また、過去から超過した例はない。
③ 「廃棄物の埋立地からの地下水等への影響の有無を判断する基準」調査について
平成１７年度において、産業廃棄物処分業者の埋立地内の地下水のうち３１検体
を抜き取り、水銀の分析調査を実施したが、いずれも地下水等への影響の有無を判
断する基準を超過していない。また、過去から超過した例はない。
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④ その他
ア 本県においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行前に整備された廃棄
物処分場の周辺の環境調査を昭和４８年から以下の２ヵ所で実施しているが、その
結果は以下のとおり。
＊１ チッソ㈱周辺の水銀調査結果
観測孔水及び表流水の総水銀を調査しているが、現在までに上記（１）②の
廃棄物の埋立地の保有水等集排水設備により排出される保有水の排水基準を
準用した基準を超過していない。（調査延べ地点数：３５地点、現在の調査地
点数：８地点）
＊２ ㈱ニチゴー周辺の水銀調査結果
観測孔水及び表流水の総水銀を調査しているが、現在までに上記（１）②の
廃棄物の埋立地の保有水等集排水設備により排出される保有水の排水基準を
準用した基準を超過していない。（調査延べ地点数：１０地点、現在：８地点）
イ 平成４年に発見された大規模不法投棄場所（八代市敷川内町）周辺の井戸水（飲
料水）の検査を継続して実施しており、平成１７年度にも１０ヵ所実施したが、い
ずれも水銀は検出されなかった。
ウ 水銀含有一般廃棄物（蛍光管等）について
家庭から排出される蛍光管や体温計は一般廃棄物として各市町村によって回収
される。事業者等から排出されるものは産業廃棄物として各事業者に処理の責任
がある。
蛍光灯や体温計に使用される水銀には、処分方法のきまりはないが、環境への
拡散をできるだけ少なくするとともに資源の循環をより一層図ることを目的に、
分別回収し専門の再生処理事業者に引き渡して回収再資源化されることが望まし
い。このため、近年、一般廃棄物は市町村が、また、産業廃棄物は排出者が、分
別回収して専門の再生処理事業者に処理委託する例が多くなっている。
なお、本県においては、産業廃棄物として排出される蛍光管の全量（４３．５
ｔ／年）及び一般廃棄物として排出される蛍光管２０９．３ｔのうちの約４７％
の９９．３ｔ／年が再生利用されている。
また、１１０ｔが埋立処分されるが、含まれる水銀の重量は約３．７ｋｇであ
り15、これは、水銀の密度が１３．５３４ｇ／㎤であることから、約３００㎤で
ある。
【参考：蛍光管の処理】
15

蛍光管の平均重量を１本当たり２３５ｇ、水銀封入量を８ｍｇ（２００５年の４０W 直管蛍光管
の平均重量および水銀封入量を使用（
（社）日本電球工業会調べ）
）として算出。
（１１０ｔ：ｘ＝２３５ｇ：８ｍｇ
ｘ＝３．７ｋｇ）
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種

類

排 出 量

処分方法・量

処分先

再生利用

自治体数

ｼﾞｪｲ･ﾘﾗｲﾂ
９９．３ｔ／年 野村興産外

３６市町村

（埋立処分に係る量は 埋立処分
一般廃棄物
推計値）
１１０ｔ／年(推計) 最終処分場

１２市町村

一般廃棄物 ２０９．３ｔ／年

再生利用
産業廃棄物

４３．５ｔ／年

４３．５ｔ／年 ｼﾞｪｲ･ﾘﾗｲﾂ

埋立処分

０ｔ／年

【参考：使用済みランプの処理が可能な業者】（H17.9.30 (社)日本電球工業会調べ）⒀
・ 野村興産㈱
北海道及び大阪市
0157‑
45‑
2911
・ ＪＦＥ環境㈱
神奈川県横浜市
045‑
03‑
1470
・ ㈱リフレックス
神奈川県横須賀市
0468‑
33‑
0700
・ ㈱サワヤ
福井県金沢市
076‑
263‑
0654
・ エヌアイエ㈱
三重県上野市
0595‑
20‑
1624
・ ㈱ジェイ・エム・アール
兵庫県尼崎市
06‑
6409‑
0252
・ ㈱神鋼環境ソリューション 兵庫県播磨町
0794‑
36‑
2548
・ ジェイ・リライツ㈱
福岡県北九州市
093‑
752‑
2386
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５．環境における本県の水銀に関する総括
以上見てきたように、国及び本県は、大気、公共用水域（水質、底質、魚介類）
、地下
水及び土壌、廃棄物において水銀に関する基準値等を定めている。それぞれに対する基
準値等と本県の現状は以下の表のとおりであり、近年は、全ての項目において国・県の
基準値等を下回っており、水銀に汚染されている状況にはない。
項目

国が定める基準値等

本県独自の追加的な規制

大 大気汚染に 〔有害大気汚染物質に係る指針値〕
気 係る指針値
・４０ｎｇHg/㎥以下

公
共
用
水
域

地
下
水
・
土
壌

水質汚濁に 〔環境基本法第１６条第１項〕
係る環境基準 ・総水銀
0.0005mg/㍑以下
・アルキル水銀
検出されないこと

無し（国の指針値等どおり）
無し（国の基準値どおり）

本県の現
状（H17）
指針値を
下回る
基準値を
下回る

水質汚濁に 〔水質汚濁防止法第３条〕
県の 基準
〔熊本県地下水保全条例第１７条〕
係る排水基準 ・水銀及びアルキル水銀その他の水銀
■水銀及びアルキル水銀その他の 値 を 下 回
化合物
0.005mg/㍑以下
水銀化合物 ・0.0005mg/㍑以下 る
・アルキル水銀化合物
〔水質汚濁防止法第３条第３項の規定
検出されないこと
に基づき排出基準を定める条例〕
■水銀及びアルキル水銀その他の
水銀化合物 ・0.0005mg/㍑以下
※県条例により１０倍厳しい上乗
せ排出基準を設定
〔熊本県地下水保全条例第７条第２号〕
■法律では規制対象業種毎に特定
施設を指定しており、特定施設が
なければ、規制対象とならない
が、条例では法律とは別に新たに
業種を指定した上で、特定施設が
なくても規制対象とした。※１

底質の暫定 〔S50.10.28 環境庁水質保全局長通達〕
除去基準
・海域〔水俣湾の場合 25ppm〕
・河川、湖沼
25ppm

無し（国の基準値どおり）

基準値を
下回る

魚介類の暫 〔S48.7.23 厚生省環境衛生局長通知〕
定的規制値 ・総水銀
0.4ppm
・メチル水銀
0.3ppm

無し（国の基準値どおり）

地下水の水 〔環境基本法第１６条第１項〕
質汚濁に係 ・総水銀
0.0005mg/㍑以下
る環境基準 ・アルキル水銀
検出されないこと

無し（国の基準値どおり）

暫定的規
制値を 超
えていな
い
基準値を
下回る

地下浸透に 〔水質汚濁防止法第１２条の３〕
〔熊本県地下水保全条例第７条第２号〕
係る排水基 ・水銀及びアルキル水銀その他の水銀 ■（※１と同様）
準
化合物
検出されないこと
・アルキル水銀化合物
検出されないこと
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排水を 地
下浸透し
ている例
はない

土壌の汚染 〔環境基本法第１６条第１項〕
に係る環境 ・総水銀
0.0005mg/㍑以下
基準
・アルキル水銀
検出されないこと

無し（国の基準値どおり）

適 切な 対
応を 指導
中

無し（国の基準値どおり）

これまで
に 調査を
命じた 例
はなく、指
定して い
ない

無し（国の基準値どおり）

基準値を
下回る

無し（国の基準値どおり）

基準値を
下回る

無し（国の基準値どおり）

基準値を
下回る

※いずれも溶出試験による

土壌汚染対 〔土壌汚染対策法第５条〕
策法に基づ
〈土壌含有量基準〉
く指定基準
・水銀及びその化合物
含有量基準 15mg/kg 以下
〈土壌溶出量基準〉
・水銀及びその化合物
0.0005mg/㍑以下
・うちアルキル水銀
検出されないこと
廃 産廃に含ま 〔廃掃法施行規則別表第１〕
棄 れる有害物 ・水銀及びアルキル水銀その他の水銀
物 質判定基準
化合物
0.05mg/㍑以下
・アルキル水銀
検出されないこと
廃棄物埋立 〔最終処分場に係る技術上の基準を定
地の保有水 める省令〕
の排水基準 ・水銀及びアルキル水銀その他の水銀
化合物
0.005mg/㍑以下
・アルキル水銀
検出されないこと
廃棄物埋立 〔最終処分場に係る技術上の基準を定
地から地下 める省令〕
水等への影 ・総水銀
0.0005mg/㍑以下
響判断基準 ・アルキル水銀
検出されないこと
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Ⅳ 廃電気・電子機器における水銀を含む有害物質の削減に向けた動き
この章は、廃電気・電子機器からの水銀を含む有害物質削減の動きを以下の資料から抜粋
■ 環境省、
（財）日本環境衛生センター「製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減に関する
調査検討報告書（平成１７年７月）
」

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6263
■「資源の有効な利用の促進に関する法律の基本方針の改定及び判断基準省令の一部改正につい
て（平成１８年４月２７日ニュースリリース）
」経済産業省

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/new/060427.html

１．ＥＵにおける動き
水銀は、電気・電子機器等の液晶画面のバックライト、サーモスタット（自動温度調
節器）
、リレー（継電器）などに使用される。ＥＵ各国では、廃電気・電子機器の約９０％
が前処理を経ずに埋立てや焼却されており、埋立場や焼却場からの鉛などによる汚染が
問題となっており、将来的に健康や環境に影響が出かねない危機感がある。このため、
ＥＵでは廃電気・電子機器の回収やリサイクルに関する「廃電気・電子機器（WEEE：
Waste Electrical and Electronic Equipment）に関する指令」
（以下、
「WEEE 指令」と
いう。
）及び製品に含まれる有害物質を規制する「電気・電子機器の特定有害物質使用禁
止（RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and
electronic equipment）
」
（以下、
「RoHS 指令」という。
）を 2003 年２月に公布し、WEEE
指令は 2005 年８月に、RoHS 指令は 2006 年７月に施行された。
（１）ＷＥＥＥ指令
WEEE 指令とは、廃電気・電子機器による資源消費と環境汚染の低減を目的とし
ており、EU 加盟国に対して、家庭用電気製品や医療用機器、監視及び制御機器、自
動販売機など 10 のカテゴリーに及ぶ電気・電子機器を対象に、これらが廃棄物とな
ることが予防されるよう、
メーカーに分別回収やリサイクルを義務付ける指令である。
メーカーは平成 17 年８月 13 日以降、対象となっている電気・電子機器について分別
回収、リサイクルを行う義務を負う。
（２）ＲｏＨＳ指令
RoHS 指令とは、電気・電子機器における有害物質の使用制限に関する法規を EU
加盟国間で統一の取れたものとし、人の健康の保護及び廃電気・電子機器の環境に影
響を及ぼさない回収・処理に資することを目的に、WEEE 指令の適用対象機器のう
ち以下に示す電気・電子機器に含まれる有害物質の使用制限を定める指令である。こ
こでいう有害物質とは鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭素化ビフェニール
（PBB）
・ポリ臭素化ジフェニールエーテル（PBDE）の６種類を指し、これらの有
害物質の製品への使用が平成 18 年７月から禁止されている。

31

【RoHS 指令の対象製品】
RoHS 指令の規制対象製品は次に示す WEEE 指令の対象製品の大部分と電球及び
家庭用照明器具である。
WEEE 指令の対象となる電気・電子製品
No

製品の種類

RoHS 指

製品の例

令の対象

１

大型家電用電気製品

冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子レンジなど

○

２

小型家電用電気製品

電気掃除機、アイロン、ヘアドライヤーなど

○

３

情報技術・電気通信機器 パソコン、ファックス、携帯電話など

○

４

消費者用機器

ラジオ、テレビ、ビデオ、楽器など

○

５

照明器具

蛍光灯、高圧ナトリウムランプなど

○

６

電気・電子工具

ドリル、旋盤、芝刈り機など

○

７

玩具、レジャー並びにス レーシングカーセット、ビデオゲーム、ダイビ

○

ポーツ器具

ングコンピューターなど

８

医療関連機器

放射線療養機器、心臓療養機器など

適用除外

９

監視及び制御機器

煙探知機、暖房調節器など

適用除外

10

自動販売機

温飲料自動販売機など

○

ただし、水銀に関しては、以下の使用方法については、規制が適用されない。
①ランプ１本あたり 5mg を超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
②一般目的用の直管蛍光灯に含まれる以下のものを超えない水銀
・ハロゲン化リン酸塩
１０mg
・通常耐久性蛍光灯中の３リン酸塩
５mg
・長期耐久性蛍光灯中の３リン酸塩
８mg
③特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
④本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
また、①特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀、②サーバー等のはんだに含ま
れる鉛、③電球16についても代替品がないなどの理由により、RoHS 指令の適用除外
とされた。

RoHS 指令では、規制対象製品となっているが、
「代替品がない」との理由により適用除外とされ
ているもの。
16
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なお、RoHS 指令では、科学技術上の進展に合わせて電気・電子機器の材料や部品
に含まれている対象物質の最大許容濃度を必要に応じ設定することとしている。
この最大許容濃度について、EU の執行機関である欧州委員会は、以下の表に示す
値を案として示している。RoHS 指令が求める対象物質が「含まれないこと」とは、
製品の均質材料当たり以下の表に示す最大許容濃度以下（質量比）であることを指す
と解されている。
【RoHS 指令の最大許容濃度】
対象物質
最大許容濃度※
カドミウム
０．０１%
鉛
０．１%
水銀
０．１%
六価クロム
０．１%
ＰＢＢ
０．１%
ＰＢＤＥ
０．１%
※均質材料当たりの濃度

２．わが国における動き
RoHS 指令は、電気・電子機器における有害物質の使用を制限するものであり、わが
国においては、これに相当する規制法令はない。但し、わが国においては、使用済みの
製品については、
「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）
」
、
「資源の有効な利
用の促進に関する法律
（資源有効利用促進法）
」
「
、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（以
下、
「廃棄物処理法」という。
）
」等に基づく回収・リサイクルや廃棄物処理法に基づく適
正な処理が行われている。このため、製品の中に使用されている有害物質に起因する環
境汚染が顕在化している状況にはないが、一方で毎年多くの有害物質が市場に投入され
ており、これらの一部は回収されずに廃棄物として最終的には埋立て処分等が行われて
いる。このため、資源の有効利用や環境汚染の未然防止の観点から有害廃棄物管理やグ
リーン調達等の措置を講じる必要が生じている。
（１）産業界の対応状況
わが国の電気・電子機器製造産業においては、WEEE 指令及び RoHS 指令の施行
に先立ち、供給される素材や部品に有害性が指摘される化学物質を使用することの制
限、条件付禁止あるいは全面禁止などを含めたグリーン調達活動を展開している。
製品への化学物質の混入を避けるためには、製品に使用する部品や材料中への化学
物質の混入を防ぐ必要があり、国内主要製造企業では部品・材料の調達規定を作成し
部品納入企業に公開して対応している。
国内主要製造企業の水銀に関する対応状況は以下の表のとおりであり、製造企業に
おいては、水銀使用削減に努めている。
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【国内主要電気・電子機器製造企業の調達規定に見る水銀への対応(2005.1 現在)】
企業名
キャノン
三洋電機

シャープ

セイコー
エプソン
ソニー
東芝

対応状況
2005.4.1（使用禁止）
・除外用途有
2005.7.1（含有禁止）
（海外生産品で EU
向け以外は 2007.7.1）
2004.3（全廃）
(2005.3 迄猶予あり)
・除外用途有
2005.4.1（使用禁止）
・除外用途有
2005.1.1（納入禁止）
・除外用途有
2005.4.1（含有禁止）
・除外用途有

企業名
日本電気

対応状況
2005.4.1（全廃目標）

日本ビクタ 2006.4.1（使用禁止）
ー
日立製作所

2005.4.1（全廃目標）

富士通※

含有全廃物質

松下電器

2005.3（全廃目標）
・除外用途有
2005.7.1（全廃目標）

三菱電気

※ 富士通に関しては、2003 年 7 月に「富士通グループ グリーン調達基準」を改訂し、
指定有害物質として「含有禁止物質」
「製造使用禁止物質」
「含有全廃物質」に区分し、
製品への含有禁止、製造工程での使用禁止、含有全廃を取引先に依頼。
含有禁止物質：納入品への含有を禁止する物質
製造使用禁止物質：納入品の製造工程での使用を禁止する物質
含有全廃物質：納入品への含有を今後、取引先との協議によって期限を定めて禁止
する物質

〔製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減に関する調査検討報告書（平成１７年
７月）環境省、
（財）日本環境衛生センター から引用〕

34

（２）わが国における対策
わが国においては、使用済み製品について廃棄物処理法等に基づく適正な処理が行
われているなどにより、製品中の有害物質に起因する環境汚染が顕在化している状況
にはない。しかし、有害物質を含有する製品由来廃棄物についてより一層の適切かつ
高度な３R を推進し、また、製品中の有害物質に起因する環境汚染を未然に防止する
観点から製品中の有害物質の存在を明らかにする必要があるため、資源有効利用促進
法の判断基準省令を平成１８年４月に改正し、
RoHS 規制対象６物質を含有する場合、
17
JIS 規格 C 0950 に基づく方法（通称：J-Moss）により、含有マークが表示されるこ
ととなった。
J-Moss は、2006 年７月１日以降に製造された製品、または、同日以降に輸入され
た製品に適用される。対象製品は、①パーソナルコンピュータ ②ユニット形エアコ
ンディショナ③テレビ受像機 ④電子レンジ ⑤衣類乾燥機 ⑥電気冷蔵庫 ⑦電
気洗濯機の 7 品目であり、RoHS 指令の規制物質である鉛、水銀、カドミウム、六価
クロム、PBB（ポリ臭素化ビフェニール)、PBDE（ポリ臭素化ジフェニールエーテル）
の６物質に関する情報を提供しなければならない。
具体的には、対象製品に対象物質が決められた比率以上に使われている場合、製品
本体への含有マーク表示(オレンジマーク)や製品カタログ、Web などで情報の開示方
法が義務付けられる。含有しない製品に関しては非含有(グリーンマーク)表示するこ
ともできるが、これは任意となっている。なお、含有物質の基準値は、RoHS 指令の
「最大許容濃度」と同じである。
また、水銀に関する適用除外についても、RoHS 指令と同様の除外規定がある。

含有マーク

17

「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(The marking of the specific chemical
substances for electrical equipment)」に関する JIS 規格「C 0950」
（2005 年 12 月制定）
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以下に、わが国の資源有効利用促進法（J-Moss 含む）と RoHS 指令の比較を示す。⒁
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