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はじ めに：住友金属 鉱山 54％出資（三井物産 18％、
双日 18％）による合 弁企 業コーラルベイニッケ ル社
CBNC が、パラ ワン島 リオツバ(Rio Tuba)村におい
て、 低品 位 のニ ッケル鉱 （ラ テライ ト鉱 laterite）
からニッケルとコバルトの混合 硫化物 を生 産する大
型プラントの操 業を 2005 年 4 月に開始し、2009 年
操業開始の第 2 プラ ントと合わせて、生産量は 年産
ニッケル 2 万ト ン、コ バルト 1500 トンで ある 。製品
は日本に輸出され、住友金属鉱 山ニッ ケル 工場（愛
媛県新居浜市）で原材料として 利用さ れる 。ちなみ
に日本は世界第２位のニッケル 生産国 であ り、年間
生産量 16 万５ 千トン（ 2005 年）の世界 シェアは 15％ 。
CBNC のシェア は、日 本の生産量 の 12％ を占 める 。
FoE Japan の先行 調査に よれば、先 住民族を中心
とする地元住民に咳や頭痛、皮 膚疾患 など の健康被
害、異臭、漁業 被害な どの訴えが出ている。
我々は共 同研究を 2009 年から開 始。鉱 山と精錬
所を流域に含むトグポン川にお いて、 日本 の環境基
準（0.05mg/L）を超える六価クロ ムが 8 回に及ぶ現
地調査のたびに 検出さ れ、CBNC が供与するデリバ
リー水（飲用を含む生活用水）からまで 6 価ク ロム
（日本の水道法基準値超）とニ ッケル （日 本の水道
法水 質指 針 値超 ）が 検出 され た １ ）。今 回は 、ト グポ
ン川が流入するリオツバ入江の 底質調 査結 果、およ
び、住友金属鉱山が同種のプラ ントを 建設 中のミン
ダナオ島・北スリガオ州の水質 調査結 果を 中心に報
告する。
調査 方法：調査は、鉱山 および精錬所の 周辺河川 12
地点と水たまりなど、それらが 流入す る感 潮域・リ
オツバ入江 6 地点の水質 調査。周辺 地域の 地下水調
査（住民共同井戸 7 か 所）。リオツバ入江およ び外
洋（スルー海） の底質 調査（10 地点）。現地住民に
対する聞き取り 調査な どである。6 価 クロムはパッ
クテスト法で現地測定。水試料 はポリ ビン に密栓し
て日本へ持ち帰 り、重金属は ICP/MS 法で分析 、無
機イオン類はイオンクロマト法 で分析 。底 質は王水
分解して ICP/MS 法で分析した。 なお、6 価クロム
は簡易分析法で あるが 、JIS 法と感度が等しく、ま
た、全クロムが ICP/MS 法によって同等濃度が 検出
されていることから信頼できる 数値で ある ものと考
えられる。
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考察：１）
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るものと思われ る。6 価クロムの起源について は、
露天掘 りエリアでのラテライト 鉱から の雨 水によ る
溶出、精錬プ ラント 敷地 内に散らばるラ テライ ト鉱、
鉱滓処分場(Tailing Dam)越流水などが考えられる。
２）リ オツバ入江および周縁マ ングロ ーブ 帯の底質
は Cr や Ni を高濃度 で含有する赤褐色のヘドロ が堆
積し、 上図のようにトグポン川 起源で ある ことを 示
してい る。工場操業以来魚が獲 れなく なっ たとの漁
民の証 言もあり、生態系破壊が 起きて いる と推定 さ
れる。 ３）北スリガオ州の河川 水、湧 水、 水道水 の
全てか ら六価クロムが検出され た。精 錬工 場はま だ
操業し ておらず、日系、中国、 カナダ の企 業がそ れ
ぞれに 進めている乱暴なラテラ イトの 露天 掘りが 原
因と考 えられる。熱帯ラテライ ト層採 掘に 普遍的な
現象である可能 性があ る。
参考 文献 ：大沼、波多 江：第 46 回日本水環境 学会
年会要旨集、629 ページ （2012 年）

