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1. はじめに 

岩手県では東日本大震災の津波により沿岸域事業場

の多くが施設損壊、流出など壊滅的な被害を受けた。

これに伴い、周辺海域には多種多様な化学物質が流出

したと考えられ、水環境への影響が懸念されていると

ころである。 

 このような事故・緊急時には影響評価のためできる

限り多くの物質を測定し環境中の濃度推定を行う必要

があるが、通常多成分分析を行う場合、物質群により

個別の方法で前処理と測定が行われるため、結果提出

まで相当な労力と日数を要する。多種の化学物質を迅

速かつ簡便に測定することを目的とし、門上ら 1)は標

準物質を使用することなく化学物質の同定・相対定量

ができる GC/MS 化学物質一斉分析データベースを開

発した。 

今回、津波による被災で工業薬品の流出があった大

槌町小鎚川および重油流出があった大船渡湾の環境測

定にこの一斉分析データベースを活用し、環境中に残

存する化学物質調査を行ったのでその結果を報告する。 

2. 調査地点と調査方法 

2-1 小鎚川 

 大槌町は津波により町の中心部が壊滅的な被害を被

った。3 月下旬に小鎚川河口付近で行方不明者捜索に

当たっていた自衛隊により、毒物表示（ドクロマーク）

された容器が散乱し、内容物が漏洩しているのが発見

された。県振興局の現地調査により、当該物質が現場

近くの事業場で生産していた繊維の柔軟加工用薬品

1,3,5,-トリアクロイルヘキサヒドロ-s-トリアジン(以

後トリアジン化合物)であることが判明し、関係機関に

同物質の漏洩情報が伝達された。これを受けて海上保

安庁より水中で探索に当たるダイバーの安全確保のた

め、水質測定を実施して欲しいとの要請があり、調査

実施することとなった。小鎚川の河川水質について、

化学物質一斉分析データベースを用いトリアジン化合

物とその他物質のスクリーニングを行った。 

2-2 大船渡湾 

大船渡湾では湾奥にあった事業場の重油タンクが津

波により損壊し、C 重油が湾内に拡散した。7 月に環

境基準点である S-31～33 の 3 地点で表層水と底質(湾

口の S-33 地点は津波の影響で底泥が流出したため採

泥出来ず、より湾奥に近い地点でサンプリング)を採取

した。採取した底質からはわずかではあるが、油膜と

油臭が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
図 1 調査地点 

2-3 調査方法 

採取した試料は水質については陣矢ら 2)、底質につ

いては宮崎らの方法 3)に準拠して前処理を行い、

GC/MS 化学物質一斉分析データベース（西川計測社

製：NAGINATA2）にて物質検索と相対定量を行った。

それぞれの分析フローを図 2 に示す。 

水質試料(1 L) 

pH調製 

固相抽出 

PLS3/AC 

   15 mL/min 

    

   

   

   

 

乾燥 

  N2 下で吸引乾燥

30 min 

溶出 

ｱｾﾄﾝ 2 mL 

   ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 3 mL 

濃縮 

N2 gas 

脱水 

Na2SO4 

定容・内標添加 

1 mL 

一斉分析 

(検出下限値：0.01 μg/L) 

 

底質試料(20 g-wet) 

  

溶媒抽出 

 ｱｾﾄﾝ 30 mL (×3回) 

濃縮 

    ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ 10 mL程度 

液々抽出 

 5%食塩水 200 mLに添加 

  ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 20 mL(×2回) 

濃縮･溶媒転用 

    ﾍｷｻﾝ 10 mLを添加 

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰで濃縮 3 mL 

ｼﾘｶｹﾞﾙｶﾗﾑｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ 

 ｼﾘｶｹﾞﾙｶﾗﾑ(ﾍｷｻﾝ 10 mL洗浄済) 

ﾌﾗｸｼｮﾝ 1 

 ﾍｷｻﾝ 15 mL→銅ﾁｯﾌﾟ脱硫黄処理 

ﾌﾗｸｼｮﾝ 2 

 5%ｱｾﾄﾝ･ﾍｷｻﾝ 15 mL 

ﾌﾗｸｼｮﾝ 3 

 30%ｱｾﾄﾝ・ﾍｷｻﾝ 20 mL 

→EnviCarb脱色素処理 

それぞれ濃縮 

 N2 gas  

定容・内標添加 

  1 mL 

一斉分析 

(検出下限値：0.002 μg/g-dry) 

図 2 水質および底質の分析フロー 

3. 結果と考察 

3-1 小鎚川測定結果 

依頼のあった 3 月および追跡調査として行った 6 月

と 8 月の測定結果を表 1 に示す。トリアジン化合物は

ｺﾝﾃ゙ ｨｼｮﾆﾝｸ゙  
ｼ゙ ｸﾛﾛﾒﾀﾝ 5 mL 
ｱｾﾄﾝ 5 mL 
精製水 10  mL 

 岩手県    



 
 

白色・無臭の粉末で、水溶解性は 1.3%(25℃)である。

人体への影響は原末および高濃度水溶液への接触で皮

膚に刺激がある（かぶれる）とされる。環境影響情報

については報告がない（MSDS より）。当該事業場で

は原抹を購入し、水溶液にした製品を製造していたが、

津波により原料、製品共に周辺に流出した。この物質

は一斉分析データベースに未登録であったが、GC/MS

測定が可能であったため、標準物質を入手し追加登録

後一斉分析を実施した。3 月の調査結果では水質濃度

が低く、人体への影響は小さいと判断され捜索活動が

再開された。その後 2 回追跡調査を行っているが、微

量ではあるものの未だトリアジン化合物が検出されて

おり、工場周辺土壌を汚染したものが降雨などにより

洗い出され川への流出が続いていることが推察される。 

表 1 小鎚川の水質測定結果(μg/L) 

採取日 ﾄﾘｱｼﾞﾝ 

化合物 

ﾌｪﾅﾝﾄﾚﾝ 2-ﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ 

3/29 30 0.12 0.11 

6/ 9 0.48 n.d. n.d. 

8/30 1.8 n.d. n.d. 

*n.d.:検出下限値未 

トリアジン化合物以外の検出物質としては 3 月にフ

ェナントレンなどが検出されている。大槌町では震災

時に火災が発生し、車両も多数流出していた。この時

は小鎚川に瓦礫が散乱し水面が見えない状態だったた

め、これらが発生源となっていた可能性がある。被災

後数ヶ月経った段階での測定結果ではトリアジン化合

物以外一斉分析データベースで検出される化合物はな

く、瓦礫撤去や河川の流下などにより汚染物質が減少

していったことが推察された。   

3-2 大船渡湾測定結果 

底質および水質を測定した。表層水についてはデー

タベースに登録された化合物は検出されなかったが、

底質からは重油由来と考えられる多環芳香族炭化水素

類（以降 PAHs）を多数検出した。底質の測定結果を

図 3 に示す。 

大船渡湾は県内でも有数の閉鎖湾で、養殖等の水産

業が盛んな場所である。湾内の瓦礫が撤去され、現在

水産業の復興が進みつつあるが、湾内で大規模な重油

流出があったことから、水産品への油臭付着などの影

響が危惧されている。 

検出された PAHs は発がん関連物質として古くから

注目される物質群であり、石油の流出や燃焼による非

意図的生産物として環境中に負荷され、二枚貝や底生

生物からも検出されることが知られている。また

LogPow が大きいため底質に移行しやすく、今回の調

査でも PAHs が高濃度で底質に残留している場所が確

認された。 

大船渡湾は閉鎖度が高く汚濁が除去されにくい構造

であるため、底質の PAHs が長期に渡り残留すること

も考えられる。水環境や生物への影響を把握するため、

これらの物質が今後どのように濃度推移していくか観

測する必要があると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 大船渡湾底質測定結果 

4. まとめ 

津波被災地における環境測定に GC/MS による化学

物質一斉分析データベースを活用し、PAHs 等の化学

物質を検出した。また、被災地モニタリングに一斉分

析データベースを活用することで次の有効性が確認で

きた。①データベースに登録されている約 900 項目の

化学物質について物質同定と半定量が可能であり、標

準物質を保有していないものについても幅広くスクリ

ーニングを行うことができる②底質試料の多成分分析

でも 3 日程度で測定終了することができ、結果を得る

までの時間を大幅に短縮できる③データベース未登録

物質であっても、追加登録することで一斉分析が可能

となる等、事故、緊急時のモニタリングに簡便、迅速

に対応できる手法であった。 

今後も、この方法により被災地のモニタリングを行

い、震災後の環境影響評価に役立てたいと考えている。 
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