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農業用水の毒水処理について

落合敏郎

混泉の生成は火山活動と密接不可分なる関係にあって，常！と火山帯と相伴って分布

している。新しい火山で，噴火口や噴気孔附近より湧出する温泉は，酸性泉なるもの

が多く，十勝岳・吾妻山 ・焼山などの山腹より湧出する火山温泉はその代表列ともい

うべきものである。

これらの温泉は天然に硫酸 ・塩酸などの育害物を含有して，強酸性を呈する。

また，採掘に伴って湧出する硫黄 ・銅などの鉱山の坑内水や，鉱j宰の浸透水ば，多

くの場合，硫酸を含有して強酸性を呈する。

かような自然湧出温泉および鉱山廃水は強酸性であり，殊：こ鉱山毒水J訂;'Ji＇！＝：こ有害

なる銅 ・亜鉛 ・その他の金属をも含有するので，これらの毒水が河川i.こ流すくすると全

体の下流水系が汚染され， j雀減水として使用に堪えないものとなる。すなわち，！£＇€注

水の滋況によって， 土壌は例外なく酸性（pH3. 0～5. 0）となり水田土壌＇.）老朽化を

促進するので，水稲の根潟れがはげしくなる。

さらに有害金属をも含有する場合：こは，著しく作物2コ成育を阻害する。したがって，

鉱毒水によって収量ば激減し，そのまま長期間，潜殺用水として使用すれば，収穫は

皆無となる。

また鉱毒Jま；魚類三〉棲意を不可能ならしめ，魚類を全滅させる。したがって養魚業に

も甚大なる被害を及ぼすものである。かような自然毒水及び鉱毒水の数！ま約250カ所

｛ζ達し，被害耕地面積：ま 37,200町歩におよんでいる。従来この毒水の対策としては，

石灰中和法が用いられてきた。この処理方法は毒水中：こ石灰石粉末を混入し，酸性を

中和せしめ放流する方法でゐる。したがって，中和剤を間断なく，毒水：こ投入する必

要があるので，長期間にわたって完全に実施することは経費，操作の点で困難のよう

でゐる。除毒方法そのものはよいのであるが，かような理由によって石灰中和法で完

全に処理されている鉱毒水ば，まず無いと言ってもよく，多くは下流｛こ被害を及ぼし，

扮争が絶えない状態でゐる。したがって，除毒法としては従来の石灰中和法：こ比較し

て，恒久性のある処理方法が考えられるべきである。最近，土木的工法！こよって処理

する研究が盛んとなり，すでに数カ所の毒水被害地区に適用され，除毒効果をゐげつ

つある。その方式を大別すると，毒水を化学的に直接処理することなく，水系又は放

流期間の変更によって，鉱毒被害を除去する間接的処理法と，毒水を土壊・岩石中！と
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放流させて佑学的に中和せしめ，毒性を除去する直後的処理法とに分けられる。

1. 間接的処理法

毒水の貯溜，流域または用水の変更

溶液期間中二流11：する毒水をダムにitj沼し，非J雀絞；切に放流する方式である。従来，

鉱山でL勺ムを有するところでは実施されているが，貯水量が小さく，かつ直接流域

の水が流入するものが多く，洪水時スライムカー主主流し，耕地内：こ流れ込み沈澱して鉱

筈をあたえている例が多い。島根県では笹ヶ谷鉱山（廃鉱）の廃棄粉鉱を処理するた

め，県営：WJ災事業として溜池4カ所を築提した。溜t也の貯水量は 8,500～40,900 m', 

堤高・g～10.5 m，堤E長 41～85mの土堰堤およびコンクリ ート堰堤である。 これによ

って洪水時の有毒土砂（主に批素）の耕地内流入をふせいでいる。

ダムによる毒水の貯溜方式は，直接流域よりの無毒水の流入を遮断し，毒オ！くのみ貯

溜することが必要である。この方式の欠点としては毒水を非濯語長期lζ放流せねばなら

ないから，王室魚地帯Kは適用できない。また，毒水放流期間中，河床lζ沈澱物がことず

る場合：こ；ま，法渡期lとそれが溶出し，河水を汚染することも考えられる。

流域まに：主用水の変更は，濯瓶rri＊として使用している河川：こ流入する毒水を，持車

紋水に使弔しない他の河Jiltこ放流するか，あるいは毒水の取入を遮断して，あらたに

他の水系より導水する方法である。次：こ後者の例として，長野県保科川の用水変更に

ついて述べる。 保科川ばその上流において， 硫黄鉱床の露頭があるために，pH2.4

となり， 主！こ硫酸 ・鉄 ・禁土を含有し，その下if:iの濯務地域に至るも，なお，取入口

附近で pH3. 3 （流量 1.03 m3/sec）ぞ示している。したがって，毒水の取人口を閉じ，

他の水系；；＂）也平 Jll，高岡！IIの下流にl'i.n首工を設置し，用水路を新設して，全面的に無

毒水のj蛮統＊に切り換える方法をとっている。

以上は毒水を化学的に処理する方法でなく， 毒水三〉貯溜または水系の変更によって，

間接的に毒水の被害を除去する方法である。

2. 直接的処理法

毒水を大地：D土壌 ・ 岩石中！二放流し，これと中和せしめ， ~ft＼毒水にする方法で，浅

層地下浸透法と深周地下浸透法とに分けられる。

浅層地下浸透法

毒水を山地の斜面の表層土壌中に放流させ，土壌によって毒水を中和させる方式で

ある。土壌は次第に溶解し，毒水は水みちを作って，無毒水となりつつ，地下深部lこ

浸透する。毒水の注入法は浅井戸 ・溜併，または山間の窪地 ・風穴などを利用し，表

層土壌に浸透せしめるハ

毒水放流地需の風化土が薄く，不浸透性の基盤（頁岩 ・凝灰岩 ・泥流など）が浅く
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存在するところでは，毒水の浸透経路は短くなり，短期間にパイピングをおこして，

十分中和されずに地表に湧出するようになふしたがって，放流地点としては，中和

力の大きい土壌が厚く堆積し，その下を基盤が安山岩のような浸透性地盤ぞ選定しな

ければならない。

また毒水が冷泉で，しかも~~酸性の場合には，化学作用が緩慢であるので，水みち

がつきがたく ，粘土層の場合には浸透能力は極めて小さくなる。したがって，流出量

の多い弱酸性の冷泉は，浅層地下浸透法のみでは処理が困難かと思われる。高混，強

酸性の毒水ほど，浸透能力が大となり，除毒効果ち大きい。焼山山腹に自然湧出する

玉川毒水の処理：こはこの万式が用いられているc しかし，乙の方法は粘土の溶解によ

って，議寸くが中和されるので，粘土の溶解速度が大きいと，最初にできた毒水の浸透

脈が次第に増大し，遂に空洞を生じ，落盤を起す原因となる。したがって，導水路・

注入施設などの地盤涜下によるキレツ ・破損の危険性が生ずる。玉川毒水においては

5mにわたって，導水路（耐酸煉瓦張り）が高さ 3mの石垣と共に深く陥没し， み

えなくなったという例がある。これば水路のキレツによって漏水が水路下の粘土をだ子

wし，陥没したものとみられている。この例によっても明かなように，土壌の溶解支

は想像以上；二大きいものである。

深層地下浸透法

山地の浸透住地層lこ深さ 30～200m のボーリングを行い， キレツ ・間際に富んだ

岩層｛己達せしめ，毒水を浸透させる。注入された毒水は岩石を浸透する間：こ，岩石中

の石灰分と中和され，酸性は弱められる。したがって，浸透末端部が再び渓流に湧分

するとしても， j程j使用水としてきしっかえないようになる。また，地下水が存在すれ

ば，岩石との中平日力以外に，地下水による稀釈作用が加わって，酸性はさらに弱めら

れる。西吾妻鉱毒処理において pH2.8の毒水をボーリング孔に注入したところ地下

水の稀釈作用によって pHは 3.6になり，さらに安山岩によって中和され，酸性；ま

弱められた＝

深層地下浸透法で最も問題になるのは，岩石の浸透能である。岩石のキレツ ・節

理 ・割れ目の発達のi支合を示すのに，間際率をLってすれば，岩石相互の透水性の比

較が容易となる3 新しい時代！こ流出した火成岩ば， いずれも流動 ・冷却に伴うキレ

ツ・節理が発達し，間隙率は 0.2～0.6%で著しく大きくなっている。これに反し，

水成岩は一般に小さく，頁岩 ・砂岩で0.1%弱：こすぎない。

火山に伴う自然毒水は，その周辺に安山岩，流紋岩などが分布していることが多い。

したがって毒水浸透処理地点として，キレツ性の大きい安山岩地帯を選定することが

できる。西吾妻におけるボーリング井の浸透能の 1例をあげれば，口径 120mm，安

山岩層中の深さ 30～60mの114本の浸透最大量：ま 2.I !/sec以上，最小は 0.08 l/sec 

で平均値は 1.0 l/secとなっている。電気コアリングの結果によれば，地下 0～40m
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写真 1 渋川手聖水処王室におけるテストボーリング

以下心比抵抗憶の高い新淳之る安山岩：ま浸透能力1大きいが， 比抵抗の低い 10～20m

の風化徳之著しく小さくなっている。

また，渋川毒水氾理におけるテストボーリングの l;本は頁岩層中を堀きく したが，

口径 120mm，深さ 120mで浸透量は 0.01～0.03 l/secで著るしく少かった。この

例によっても明らかなるように，安山岩は浸透能，中和力共にすぐれているので，深

層放流地帯として景色遣している。なお，浸透位置は，電気探査，アイソトープによ

る毒水のトレースなどの科学的調査を実施して浸透井の深さ ・本数 ・口径などを決定

する必要がゐろう。

地下浸透法による除毒効果

地下注入による除毒効果：ま毒水の性質，粘土 ・岩石の種類，岩質，地下における毒

水の浸透路の距離，および時間，毒水と治土・ 岩石との接触状態などによって変化す

るカ人 一般に毒水浸透経絡がなるべく長く，逗適時間も共に長い方が除毒効果が大き

い。また，毒＊の成分がi隻厚で，混度が高い！まど中和力が大である。一般には粘土は

岩石より徐毒if；が高L九 喜一水を中和させる鉱物成分は岩石中の Ca，および Alでゐ

る。したがって，一般に塩基性岩ほど除毒効果が大となる。故に安山岩は流紋岩より

除毒E容が高しまた頁岩 ・砂岩などの水成岩：立中和力がないわけではないが，安山岩

に比較して著しく小さくなっている。玉川毒dくにおいては毒水 pH1.1のものが，河

岸：：：浸出して， 2.8になり， 水素イオン減少率（除毒率）は 98% となっている。ま
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子ご， 西吾妻においてば，ボーリン；’コアー （安山岩）の砕石したものと毒水 pH1. 99 

と接触せしめ， 30分誌こ59.1% ~：：： r余毒率を示している。

次lこ浅j冨池下浸透法二よる玉Ji［毒水と，深，1雪地下：受i五法による西吾妻鉱毒水処理の

工事について説沼するつ

玉川毒水処理工事

玉川毒水の根源：ま溌」止i~1 Z;：（ぷ烈火口ょう湧出する箆湯 （玉I/I温泉）で，湧出量；ま

・O. 14 m3/sec 97"C の熱湯で，多量：0：主主主湿凌，および琉設を含み， pHl.1の強鼓性

でゐる。乙の強酸注.：）~熱湯ぷ玉川；二Jだ入する ため， 古来， 玉II I：とは魚類が生棲せず，

また玉川を濯減水i京とする 3,500 ;TIJ J.::::i:土語jジ悪化し，百のj成育を著しく 阻害し，反

当収量は 2.0石内外と之っていた。

玉川毒水分除毒工事の石原3古く ，天保 12年ノミl)'J"藩士田口幸右衛門：二よって着手

された。その後， ~応 3 年小伝市右衛汁！立寄 ；；くを浅沼浸透せしゅようとして，毒水誘

導堰2コ堀さくに着手した：）＞，完全なる等水s:;0；；送、きが至廷のため中止するのやむなき

に至った。しかしこれらD工事二二げと分ゐったζ と：ま古老：乙よって言い伝えられてい

るつその後各習の研究がなされたが，実行されずは霞の状認にあった。昭和3年；乙至

り，iよそ黒川左右河岸工 2～3室0C::＜絡を設け，土水路で、浸透中和させる方式を試み，

泊予口 5～10 竺にわたって工号訴を実施した。完.~後遺水3 時間ないし 3 日で、土水路；うよ翁

壊し， 毒ーオくの流下を中止したD 昭和i11年寝泊！二林地放流を実施し，表層土壌に浸透

中和せしめた。その後，昭和 14～16年｛こ毒水を辺境土管：こて導水し，処セ：二荷主主深

＝＝ホ路

oー浸透弁

骨 0 毒物責也地点

第 H辺 三川毒ァjく処王主計画図
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瓦を張ったコンクリートの溜桝を造り， 10カ所の毒ー水放流地点を設け放流した。 ぞ

の結果，pHl.lの毒水が渋黒川に流出する時には pH2.8となり，除毒の目的を達

した。その後戦争の進展l乙伴い，水路の破損も修理も出来ずほとんど元の状態lこかえ

った。 21～23年まで日発が秋田県の施行を踏襲し，修理をほどこした。24年から第

1図の導水路計画によって工事に着手，27年 10月浸透井 12コが完成し，本格的に

地下浸透を開始した。 28年iこは浸透井 22::J，導水路全長 1,630 mが完成した。（工

費 8,700万円，農林省 65%，東北電力 25%，秋田県 10%）。

除毒水路l::i:標準断面を内巾 90cm，深 78cmのコンクリート造開架で， 下流は流

量少きため断面を絡少し，分水槽および除毒水路などの内面には耐酸モルタルを厚1

cm lこ塗り， なおその内面に耐酸煉瓦を張りつめた。水路断面および浸透井を第2図：

l乙示す。

84 

」1.56」言

コ
ン
ク
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第2図フ；，酪断面および浸透弁

次｛こ除毒ミコ均果について記せば，同和 27年度分工事完成でj[i).7j＇（，式5売を行い，毒71<"

を地下注入したところ， 除毒2目的の玉川田沢浪lj水所で pH3.15であったものが，

除毒ー3日後二 pH4.85となり， 97%の除毒率を示し， 6日後：こ 4.5, 1週間後｛こ

4.46，昭和 28年2月には 4.29を示し， 95%前後の除毒率を示した。また，昭和 13

年6月の地下注入時の玉川における魚類の遡上状況をみるに，港紙f日取入口のある白

岩村広久内間近で：ま従来鮎の遡上を見ず， 常幸の遡上も稀でゐったが，地下注入後は

鱒 ・鮎の遡上が多くなり ，本流を更に十里ものぼったと云う。従来導水路の破損によ

ってしばしば除毒を中断したが，『手j酸材料が吟味され除毒が紋続されれば効果は一層

上るものと忠われる。



落合 ：操業用水の毒水処置について 85 

西吾妻鉱毒処理工事

米沢より南方 16km，松Illの上流明道沢の左岸lこ西吾妥鉱山（硫黄）がある。 この

坑内水（pH1. 9～2. 3）鉱浮浸透水（pH2.9～3. 7），自然湧出毒水（pH3. 3）と共：こ

明道沢に流入し，明道沢の pHは 6.9が 2.9～4.1になった。このため松IfIの水は

写真2 函 吾 妻 鉱 山 鉱 浮

酸性を帯び，これを；蛮獄沼水として使用している松！｜［沿岸の水田は被害を受け，その

面積は 3,500町歩：乙及んでいた。西吾妥鉱山で採掘する以前においては，松JIlの本流

は渋川合流点前において pH7. 6 （鉱山採堀後 pH3. 5）位 であ り，合流後において

6.4であった3 昭和 12年流出鉱の採掘が開始され，坑内水の流入によって，松川の

-pH6. 4の地点：ま約 lOkm 下流；こ後退し，松Illの各用水取入口ば 5.0以下になった。

そのため年間 20,000震を算した米沢名物の養鯉む全滅し，米の減産：二 11,000石ii'.:

及んだ。

戦後，鉱毒が問題となり 8,657万円の事業費を以て昭和 24年度；こ毒水処理工事を

着工， 26年｛と竣工したものである。

毒水の処理ば鉱山からの設住ぷ 0.054 m3/sec, 自然毒水 0.04m市ec,計 0.094

m'/sec，降雨時の鉱i等浸透水 0.056 m'/sec，と合せて 0.15m'/secを集水して，延長

1, 100 m の隠道によって大笠山台地の南端！こ導水する。導水路は安山岩の石積で，白

土i色がアスフアルト となっている。更にこの台地を縦貫する延長約1,000 mの関渠を設

け，約 150本の深さ 30～60mのボーリンク晶子L（浸透桝の中心｛とある）：こ導き，安山

岩中lこ放流させる3 毒；）~；ま孔E主の安山岩のキレツを通して浸透する。その浸透水が再

度渓谷に湧出してち，既：三安山宕：こよって中和されているから竣度は心配にならない。



86 水利Fドj全第1巻 Nl4号（）958)

写真3 導 7］（路および溜桝

浸透地の基盤は頁岩で，この上に安山岩がのっている。電気コアリ ングの結果によれ

ば， 30～40m まで風化安山岩で， ζれ以下が新鮮な綴妥i~安山岩となっている。 ζ

の安山岩l習が，間際率も大きく，毒水の浸透を容易ならしめている。

写真4 大笠山浸透11):点を望も、
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浸透桝は素堀りで底 3×3m,i去l割2分，水深 lmを保つようにし，各浸透桝は

連結されているc 浸透併の中央に 120mmのポーリングがしてゐり，孔口の土砂の

崩壊を防ぐため，塩焼土管が 6m捧入してゐるが， その下部：二素堀となっている。

ボーワンク孔の上部には塩焼のスクリ ーンをかぶせ，その周囲を栗石を以て囲み，塵

芥の流入を防ぐようにしである。
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第 3F＇こ 浸透 お

昭和 26～27年においては 0.04m'/s伐 の坑内水 （pH2.2）ば 21～38本の浸透桝

で処理されていた。工事竣工後，（昭和27年6月）鉱山の切羽が泥質の凝灰岩につき

訂当り ，一度にスライムが押し出し， 浸透T舛のほとんどは埋没した。 そ0後もスライム

璽は減少せず，浸透能を著しく阻害するに至っている。従来，坑内水｛主無色透明であっ

たので， tti薮池の計画がなかったが，応急対策としてw船也2コが設置された。しか

し半年位で埋ってしまう程でゐるので，スライムによる浸透併の毒水処淫能力D低下

が懸念されているつ

次［こ毒水処理の効果について記す。大笠！；」台地へ2議dくの放流：z，沼j:;:;26年 7月．

10日開始され，同字 10月より ，全毒水量 0.0442 m3/secの放流；〉行なわれた。程な

く毒水処理の効果があらわれ，従来米沢下流 12kmまでしかJIi魚をみえよかったのが，

26年に至ふ米沢市上流 6km附近まで魚類。遊ょくをみるに至った。毒水処理前

と処理後における松Jllと渋川合流点ょの pHを比較すれ！£処fi!r!'Icamu 24年8月）

には pH3. 5 ;;; 26年 11月 4.3,27年8月 4.5に上昇した。この状態ツ続けば穏（予

の被害も半減し，やがて 11,000 石：D増収；ジ実現するでゐろう 。 （~説技術玩究所茂吉）
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