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１）水銀による環境の汚染の防止に関する法律について
http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html(2017.1.6)

２）水銀大気排出対策（水銀大気排出規制の実施に向けた説明会）
http://www.env.go.jp/air/suigin/post_11.html

３）「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について（第一次答申）」及び意見募集
（パブリックコメント）の結果について
http://www.env.go.jp/press/102627.html

４）平成27年度 第３回水銀大気排出抑制対策調査検討会
http://www.env.go.jp/air/suigin/kentoukai2015/27_2.html

５）報告書「水銀大気排出抑制対策について」（平成28年3月22日）
http://www.env.go.jp/air/suigin/kentoukai2015/28322.html

６）UNEPのBAT/BEP専門家会合資料
http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/BATBEPExpertGroup/tabid/3634/Default.aspx

７）水俣病情報センター
http://www.nimd.go.jp/archives/tenji/a_corner/atop.html

８）環境省大気排出基準等専門委員会
http://www.env.go.jp/council/07air-noise/y0710-08b.html

関連資料
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講演の構成

１．水銀に関する水俣条約の背景と規制動向

２．水銀発生および形態

３．水銀大気排出対策

４．国内規制
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水銀汚染史上の主な出来事

• 1950-60s わが国での二度にわたる水俣病発生
• 1960s 水銀系農薬による野鳥の激減，魚類等から高濃度メチル水銀検出（スウェーデン）
• 1969 自然環境，特に底泥における水銀のメチル化機構の発見（スウェーデン）
• 1971 種子小麦を食用に供したことによる大規模な集団的メチル水銀中毒事件発生（イラク）
• 1990s アマゾン流域等熱帯雨林地帯を中心に金採掘に伴う広範な水銀汚染問題が顕在化

水銀に関する水俣ワークショップ2018:赤木洋勝「水銀の世界情勢と水俣」 (環境省水俣病情報センター 2018/01/09-10)

水銀の体内への取り込み

メチル水銀は消化管から.気化した金属水銀は肺から.それぞれ人聞
の体内に吸収されます。無纏水銀はあまり服収されません。わたした
ちの皐体を作っているたんぱく質はたくさんのアミノ酸からできていま
すが，そのひとつにシステインがあります。メチル水銀は体内でシス
テインと結合し，別のアミノ酸であるメチオ二ンとよく似た構造になり
ます。メチオニンはとても重要な必須アミノ酸で，脳の働きや胎児の
発育に欠かせませんが，メチル水銀はこれと一緒に脳や胎児に入り
込みます。髪の毛や爪を作っているケラチンたんぱく質にもシステイ
ンが多く含まれるため，メチル水銀は髪の毛や爪にも出てきます。メ
チル水銀と異なり，金属水銀や無樋水銀には震の毛などに蓄積する
性質はありません。

http://www.nimd.go.jp/kenko/kenko_05.html



水銀に関する水俣ワークショップ2018:藤原悌「すいぎんよもやま話（水銀の文化）」 (環境省水俣病情報センター 2018/01/09-10)

万葉集
青丹よし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり

魏志倭人伝
・倭の地は温暖で朱丹を身体に塗り，中国の白粉のように用

いている
・山には丹が在る
・倭王は，奴隷・倭錦・綿衣・帛布・丹・木・弣（弓柄）・短い弓矢

を献上

１．水銀を含む鉱物から作られる「朱」
２．赤鉄鉱や褐鉄鉱の鉄鉱物から作られる「ベンガ

ラ」，その名称は，インドのベンガルに由来
３．鉛を熱して生成する「鉛丹」「光明丹」とも呼ば

れ，その主成分はPb3O4（四酸化三鉛）

中国最古の医薬書である神農本草経
・仙薬（服用すると不老不死の仙人になれる霊薬）
・丹砂を加熱：硫化水銀→水銀+O→酸化水銀(II)

→水銀+S→丹砂
・水銀化合物は顔料，農薬，消毒薬，漂白クリーム，梅毒治療用

軟膏，赤チン，フェルトなめし剤

ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」
・「帽子屋のように気が狂っている」 (mad as a hatter)
・ティム・バートン監督の2010年の翻案映画『アリス・イン・ワンダーラ

ンド』では，ジョニー・デップ が帽子屋



東大寺盧舎那仏像（奈良の大仏）

⼤仏殿碑⽂によると，熟銅499トン，⽩鑞（錫）8.5トン，
錬⾦440キロ，⽔銀２.5トンが使⽤されたとある。

743年11月 聖武天皇が大仏造立の詔を発する
747年11月 鋳造を開始
749年12月 鋳造終了
752年4月 鍍金の開始
752年5月 大仏開眼供養会が開催
1180年 兵火による焼失
1567年 兵火による焼失

メッキの語源？
・水銀に金を混ぜ合わせ溶かし込み，それを表面に塗った後，熱によっ

て水銀を蒸発させる
・水銀に金を溶かし込むと金色が無くなり水銀の銀色になりその現象か

ら「金が滅する」という意味から「滅金」と呼ばれるようになり，「鍍金
(めっき)」へと変化した。しかし鍍が常用漢字で無い為「めっき」や「メッ
キ」が使われる

東大寺二月堂の修二会（しゅにえ）
・３月12日深夜に，「お水取り」
・東大寺大仏の造立に関わった人々と，その際に命を落とした人々の成

仏

水銀に関する水俣ワークショップ2018:藤原悌「すいぎんよもやま話（水銀の
文化）」 (環境省水俣病情報センター 2018/01/09-10)



「伊勢白粉（おしろい）」（第一塩化水銀）

多気郡勢和村に丹生という所では古代から水銀を産出，松阪市の射
和は水銀の中継ぎ，軽粉（けいふん）を製造していた製造法は水銀に
赤土・食塩などを水でこねたものを約600度で４時間程熱して，｢ほっ
つき」という蓋についた白い粉を払い落とす。射和の最盛期は室町時
代から戦国時代，釜元が８３か所。背景に伊勢御師（全盛時代は伊勢
の宇治（内宮）と山田（外宮）で1,000軒）が全国各地を回って神宮の
御札と土産に伊勢暦や伊勢白粉も配った。江戸時代には丹生の水銀の
産出量が急に減り，また中国から安い鉛性の白粉がり衰えるが，軽粉
は化粧品としてよりも梅毒・シラミの特効薬としての用途の方に比重
を傾け出し，また新しい需要が増えた。江戸時代には射和万古(いざわ
ばんこ)の陶器、射和軽粉(けいふん)（伊勢白粉(いせおしろい)）の集散
地，松坂と並ぶ江戸店持ちの豪商を多く輩出，あるいは射和文庫の創
設者竹川竹斎を生んだ所。明治以降になると、軽粉業も化学薬品に押
され気味となり、昭和28年（1953）には最後の釜元が閉鎖。

日本で初めて白粉がつくられたのは飛鳥時代と考えられている。
692年に唐から渡り奈良元興寺の住職となった観成が唐の製法で白粉を
つくり，持統天皇に献上したところ女性の天皇としてとても喜ばれた
といわれている。この白粉は鉛を酢で蒸すことを繰り返してつくられ
た。これは鉛白つまり塩基性炭酸鉛と考えられる。
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大気環境中に排出される水銀は，年間5,500～8,900 トン

1,960 トン 17〜21 トン



対象 基準値 測定結果
測定頻度

（測定年度）

大気
指針値：水銀（水銀蒸気）40ngHg/m3以下
（年平均）

有害大気汚染モニタリング調査結果
・指針値超過数:0/261地点
・平均濃度：2.1ngHg/m3

・最大濃度：5.3ngHg/m3

月1回
平成23年度

公共用水域
環境基準値：総水銀0.0005mgHg/L以下
（年平均）

公共用水域水質測定
（総水銀として測定）
・環境基準超過数 0/4219地点

概ね月1回
平成23年度

地下水
環境基準値：総水銀0.0005mgHg/L以下
（年平均）

地下水質測定
・環境基準超過数
概況調査(2/2908本）
汚染井戸周辺地区調査(3/75本）
定期モニタリング調査(24/107本)

概ね月1回
平成23年度

土壌

・環境基準：検液0.0005mgHg/L

・溶出量基準：水銀及びその化合物
0.0005mgHg/L以下，かつアルキル水銀検出
不可

・含有量基準：水銀およびその化合物15mg/kg

以下

土壌汚染調査
(法に基づかない調査を含む)

・環境基準等の超過事例数：83事例
平成23年度

日本の水銀測定結果（H23 ）



中央環境審議会

大気・騒音振動部会
大気排出基準等専門委員会

平成３０年１２月１２日

環境省
水・大気環境局 大気環境課
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水銀の形態

①元素水銀 ：揮発性，非溶解性，安定，沸点：357℃

-主に大気へ放出

②酸化水銀 ：HgCl2，HgO，HgSO4など，溶解性

-FGDなどで除去

③粒子状水銀：微小粒子に元素水銀や酸化水銀が付着

-集塵などで除去

④有機水銀 ：メチル水銀など，毒性が高い

湖水中のバクテリア活動などで生成

食物連鎖で人間や大型動物に蓄積

-元素水銀などが大気へ放出後，生成
16



石炭火力からの水銀排出先

BOILER

COLD-ESP WET

FGD STACK

電中研：横山隆壽

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Coal-1

Coal-2

Coal-3

co
al

 ty
pe

Coase ash ESPash   FGD residues Stack

CRIEPI

大気へは1/3
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水俣条約における水銀大気排出規制の内容

• 新規発生源に対する規制

• 新規発生源：次の日の少なくとも１年後に建設又は実質的な改修が開始されるもの

• 水俣条約が締約国にとって発効した日

• 附属書Dが改正された場合，附属書Dの改正が締約国にとって発効した日

• 新規発生源については，水俣条約が締約国にとって発効した日から５年以内に，利
用可能な最良の技術（BAT：Best Available Technique）及び環境のための最良の慣
行（BEP：Best Environmental Practice）の利用を義務付ける

＊BATの適用に適合する排出限度値を用いてもよい。

専門家会合でBAT/BEP

ガイダンスを作成

19



水俣条約における水銀大気排出規制の内容

• 既存発生源に対する規制
• 既存発生源：新規発生源以外の発生源

• 既存発生源については，水俣条約が締約国にとって発効した
日から10年以内に，次のうち１つ以上の措置を自国の計画に
含め，実施する。
①排出規制及び可能な場合には排出削減のための定量的目標

②排出規制及び可能な場合には排出削減のための排出限度値

③排出規制のためのBAT/BEPの利用

④水銀排出規制に寄与する複数の汚染物質の規制に関する戦略

⑤排出削減のための代替的な措置

専門家会合で
BAT/BEPガイダン

スを作成

専門家会合で取組
支援ガイダンスを

作成

20



Co-benefit(相乗便益)技術として

SCR+ESP+FGDの３点セットは
有効である！

21

石炭火力発電所及び産業用石炭燃焼ボイラーのBAT/BEP



非鉄金属の製錬及びばい焼工程



非鉄金属の製錬及びばい焼工程



廃棄物施設



クリンカー製造施設



鉄鋼製造施設
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ばい煙 SOx

ばいじん

有害物質(NOxなど)

揮発性有機化合物(VOC)

粉じん

一般粉じん

特定粉じん
(石綿)

有害大気汚染物質(HAPs)

特定ばい煙(SOx,NOx)

ばい煙発生施設

特定工場

VOC排出施設

一般粉じん発生施設

特定粉じん発生施設

特定粉じん排出作業

排出基準，改善命令など

総量規制，改善命令など

自主的取組みと排出基準のベストミック
ス，改善命令など

構造，使用，管理に関する基準の遵守命令

敷地境界線基準，改善命令など

作業基準，事前の届け出など

自主的取組み(PRTR など)，抑制基準，警
告など

大気環境の測定と監視

自動車排出ガス 許容限度など自動車

水銀
排出基準，改善勧告･命令など水銀排出施設

大気汚染防止法の体系

要排出抑制施設 自主的取組，実施状況公表など

28



水俣条約の
対象施設

大気汚染防止法の
水銀排出施設

施設の規模・要件
（以下のいずれかに該当するもの

排出基準（μg/Nm3）
新規施設 既存施設

石炭火力発電所
産業用石炭燃焼ボイラー

石炭専焼ボイラー
大型石炭混焼ボイラー

● 伝熱面積 10㎡以上
● 燃焼能力（注３） 50L/時以上

8 10

10 15小型石炭混焼ボイラー

非鉄金属（銅，鉛，亜鉛及
び工業金）製造に用いられ

る精錬及び焙焼の工程

一次施設

銅又は工業金

金属の精錬の用に供する焙焼炉，焼結炉（ペレット焼成炉を含む。）及び煆焼炉／金
属の精錬の用に供する溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む。）転炉及び平炉：
● 原料処理能力１t/時以上

金属の精製の用に供する溶解炉（こしき炉を除く。）：
● 火格子面積１㎡以上
● 羽口面断面積0.5㎡以上
● 燃焼能力50L/時以上
● 変圧器定格容量200kVA以上

銅，鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉，焼結炉（ペレット焼成炉を含む。），溶鉱
炉（溶鉱用反射炉を含む。転炉，溶解炉及び乾燥炉：
● 原料処理能力0.5t/時以上
● 火格子面積0.5㎡以上
● 羽口面断面積0.2㎡以上
● 燃焼能力20L/時以上

鉛の二次精錬の用に供する溶解炉：
● 燃焼能力10L/時以上
● 変圧器定格容量40kVA以上

亜鉛の回収の用に供する焙焼炉，焼結炉，溶鉱炉，溶解炉及び乾燥炉：
● 原料処理能力0.5t/時以上

15 30

鉛又は亜鉛
30 50

二次施設

銅，鉛又は亜鉛
100 400

工業金 30 50

廃棄物の焼却設備

廃棄物焼却炉
（一般廃棄物/産業廃棄物 /下水汚泥焼却炉）

● 火格子面積２㎡以上
● 焼却能力 200kg/時以上

30 50

水銀含有汚泥等の焼却炉等
水銀回収義務付け産業廃棄物（注又は水銀含有再生資源を取り扱う施設（加熱工程
を含む施設に限る。）（施設規模による裾切りはなし。）

50 100

セメントクリンカーの製造設
備

セメントの製造の用に供する焼成炉
● 火格子面積１㎡以上
● 燃焼能力 50L/時以上
● 変圧器の定格容量 200kVA以上

50 80

規制対象施設の種類，規模，排出基準（新規，既存別）



地球にも人にも愛を！

ご静聴ありがとうございました

黒いダイヤモンドが輝きますように！

30


