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天津港『8.12』事故現場から 2 キロにある天津港保税区拡展区汚水処理場は、爆発で一部施設が損壊し、応

急修理中だ。爆発発生の翌日午後、この市政府汚水処理場は危機に臨み事故区内の廃水処理をせよと命じ

られた。 

大災害が発生すると、事故の応急措置には数日かかり、甚だしい場合には何年も必要になる。 

 

水環境リスクはなお制御可能 

化学品爆発事故で作られた汚染水は優先的に処理されねばならない、そうでないと雨が降った場合に封鎖

が十分でなく、汚染を拡散してしまうからだ。天津港事故現場の専門家グループは、処理プランを検討し

た際に、その周辺のいくつかの汚水処理場を選び、雨や汚水の配管網内の廃水と消防廃水を処理するため、

最後に爆発現場から最も近い保税区拡展区汚水処理場が選ばれた。 

 

現場の指揮部は一本の廃水処理ルートを確定し、専用のタンク車で廃水を 40 キロ余り離れた主に現場隔離

区の開水路や水たまり等、くぼみに溜まった高濃度の廃水処理を請け負う天津ヴェオリア危険廃棄物処理

センターに運んだ。 

 

従来の市政府汚水処理場は、通常、生物による廃水処理であり、危険化学物を含む高濃度廃水は物理や化

学などの方法による特殊処理が必要であり、両者の技術ルートは異なっている。『必要なのはコストではな

く技術が難題なのだ』北京控水務集団有限公司（Beijing Enterprises Water Group Ltd.）技術センターの副

総経理薛暁飛は、1 トンの危険化学品廃水の処理コストは数十元と高い。 同じ量の市政府汚水処理では数

角或は数分ですむのだ。 

 

最も手を焼くのは排水量が多すぎると処理時間が長くかかること。 現場区域にあった海への排水口や市政

府の配管網は全て封鎖され、汚染源からの流出を防止したが、結果的に大量のシアン化物を含んだ高濃度

廃水がたまってしまった。 『中国環境報』によれば、事故現場には約 6 万トンの廃水があるという。 

 

数十両の運搬車や揚水ポンプ車と掘削機が、封鎖地区での緊急作業のために調達された。8 月 21 日時点で、

天津市政府副市長の王宏江は、封鎖地区内の汚水は既に 3060 トンが処理されたと語った。 

 

専門家をして不安にするものがまだある、爆発発生後に、爆発の原点には直径約 100 メートルの水で満た

された大穴ができ、巨大な目が空を見上げているかのように見えた。この巨大水たまりを中心とした警戒

区域内ではシアン化物が基準を大きく超えていた。 

 

環境保護応急活動グループの測定によれば、この巨大水たまり中の廃水に含まれるシアン化物は平均して

国家基準の 40 倍以上あったが、PH 値（宮本注：昔懐かしい「ペーハー値」です！！）もまた基準を超え

る 10～11 の値を示しており強いアルカリ性を示していた。 

 

雲南省環境観測センターのセンター長補佐の王立前は、『財経』記者の分析に対して、『アルカリ性廃水は、

酸性の廃水に比べてリスクは小さい。シアン化ナトリウムは酸と出会わないからだ。酸と交ると猛毒の青

酸を発生させるが、アルカリ性の環境の下では、シアン化物は比較的安定しているのだ』と語った。 

 

汚水処理のため更に一本のシアン無害化専用の装置が配備された。清華大学などの機構の専門家が赴いて

制定したものだ。 核心地域内の高濃度汚染水のシアン無害化処理は現地で実施され、その後転送されるの

だ。 所謂シアン無害化処理には、化学反応が利用され、シアン化物イオン中の炭素原子と窒素原子が離散

して、シアン化物が分解され、窒素と炭酸塩のような低い毒性或は無毒のものになる。現場につく前に、

専門家は既にシアン無害化の効果と効率の緊急実験をしていた。 

 



シアン無害化処理をした廃水は、再度汚水処理場や危険廃棄物処理センターにて多くの無害化処理段階を

経ることで、水質が基準に達したのちに海に排出される。 現場にいた環境保護部の専門家は『上級の要求

は二つ、一つは基準値に達して満足御するのではなく、更にハイレベルな執行をし、汚染前のバックグラ

ウンド値に達してから外部に排出すること、二つには、一滴の未処理水を外部に漏らさないことだ。』 

 

8 月 26 日までに、大穴周辺に溜まっていた水の廃水は、既にタンク車で搬出されている。 が、大穴付近の

土壌が軟弱なため、タンク車の重量には耐えられず、大穴の中の廃水を運び出すには不適切だ。 メディア

報道によれば、大穴の中には 6 万トンの汚水があるが、10 倍の貯水能力が別途必要で、合計 60 万トンの水

の貯水能力もまた必要なるとのことだ。 

 

一つのシアン無害化処理施設での汚水処理量は 1 日あたり 5000 トン前後だ。天津市環境保護系統の或る官

員は『現場は設備を追加して溜まっている水の処理を計画しているが、徹底処理をするには三か月は必要

となるだろう』と語った。 

 

地表水の密閉制御に比べて、これまでの地下水観測は不足気味だ。地表水の環境観測点は全部で 42 か所、

海水観測点は 6 か所あるが、地下水の観測点は 8 月 22 日に設置した 1 か所しかない。 当日の観測データ

によると、地下水中で検出されたシアン化合物はいずれも基準を越えてはいなかった。 

 

現場に行ったことのある一名の環境保護系統の専門家は、『財経』記者に対し、『観測スポットが一か所と

いうのは足りているとは言えない。 全面的事態を把握するためにもより多くの地下水観測点が必要だ』と

語った。 

 

地下水が一旦汚染されてしまうと、修復する難度は地表水とは比べ物にならないほど長くかかるのだ；修

復に要する時間もとても長くなる。 北京師範大学科学学院の王紅旗教授は言う。 今回の事故は地域の特

殊性から、即座に地下に浸透し、主な汚染対象もまた海であった。水源地に対する脅威はないという。 

 

天津港は埋立てによるプロジェクトであり、事故発生地は渤海の海域に大変近い。 海水と地下水が入り混

じっており、汚染濃度は海水により希釈されるであろう；が、他方では、地表水の流速に比して地下水に

おける汚染物の拡散速度は比較的緩慢なものになっている。 

 

待たれる土壌修復方案 

住宅地区のそばで発生した爆発により、土壌汚染対策が社会各界、とりわけその近隣住民にとっては核心

的な問題の一つとなっている。 現場にいたある環境保護部固形廃棄物センターの人員は『財経』記者に対

して、応急措置終了後には土壌修復をせねばならず、その内容は、既に事故指揮部の工作範疇に組み入れ

られているが、具体的な修復方案はまだ確定されていないが、現時点で既に起動に向けた準備状態にある

と語った。 

 

通常のプロジェクトに比し、天津の爆発事故跡地は複雑な事情が多い。 

 

中国環境科学院固体廃棄物汚染制御技術研究所の王琪所長は、「通常の汚染地は長期間に累積した汚染が作

り出したものであり、汚染源の確定は比較的容易だ。汚染物の輸送ルートとその範囲は拡散モデルに基づ

きおよその特定ができるが、天津事故の方は、汚染物の汚染法則を把握することが難しいのだ」と語った。 

例えば、事故現場が多種の危険化学品倉庫であり、遺留汚染物が不明且つ、爆発過程において二次化学反

応が発生して新たな汚染物を作り出した恐れも排除できない；汚染の拡散経路は多く、爆発後に、空気や

水、土以外にも、飛散や揮発、堆積、自然拡散などのルートで環境汚染を招くこともあるのだ。 

 

清華大学環境学院劉建国教授から見ると、環境事故の突発で各界が高度に注目する中、現場の対応処置へ

の緊急性はいや増し、修復方案を制定する際に、通常の汚染現場のプロジェクトのような長時間の論証や

比較をすることは不可能だった。 且つ、客観的制限要素もかなり多く、また、二次災害発生を招かぬよう

注意を払わなければならないとのことだ。 

 

政府発表情報によると、事故現場にはシアン化物を含む硝酸アンモニウムや硝酸カリウムなど 1300 トン前

後、金属ナトリウムや金属マグネシウムなどの可燃物が約 500 トン保管されていたが、これら危険品は、

大爆発の際に基本的に分解しているとのことだ。 



 

中国科学院生態環境研究センター副主任の楊敏研究員は、「一般状況下では、硝酸アンモニウムや硝酸カリ

ウム等には特別のリスクはないのだが、衝撃や高温等大きな外力により爆発が発生することがある。 更に、

爆発後には窒素や水等比較的簡単な物質になるので、全体としてのリスクはそれほど高いものではない」

としている。 

シアン化物による汚染については注目が必要だ。 爆発前、現場には 700 トンのシアン化ナトリウムが保存

されており、後に工作スタッフにより核心地区の 200 トン近くが処理を経て安全に搬出されているが、500

トン分のシアン化ナトリウムは飛散して環境中に滞留しているのだ、と彼は言う。 

 

シアン化物は、冶金や化学工業、製薬業、繊維製造などの工業で排出される主要汚染物で、国内には有効

な管理方法が存在している。  

シアン化物汚染土の処理を通じ、シアン化物が低毒物或は無毒のものに分解される。 これにより、重金属

や有機物の汚染土と比較して、シアン化物は比較的その処理難度が低いものだと楊敏研究員はいう。楊敏

研究員は、現場の危険品処理活動では迅速に汚染物の種類とその量を把握すること、そしてその後汚染物

の確保と妥当な処理をすることだと認識している。 

 

事態の軽重度に応じ緊急性を判断し、発生した環境事故の汚染地の処理を国外で行うという原則もある。

米国ニュージャージー州のケミカルコントロールコーポレーションでは、長期間にわたる危険廃棄物の保

存やその処理場があり、種々タイプの化学品を受け入れているのだ。 ここは 1980 年に発生した火災爆発

事故の際に、土壌や水の汚染等深刻な結果を引き起こした場所に立地している。 

 

ここでは、三つのステップに分けて処理がされていた：第一に、雨水配管網の修理や、周辺地表にある汚

染水の収集、及び現場周辺にある全ての容器除去と、焦点を絞った初動調査を完成すること；その後は、

全面的な調査と評価、これには多くの論証がなされ、7 年後、米国国家環境保護局は漸く最終的な修復プラ

ンを確定し、固形化処理による安定化技術を選択した。最終的には 1993 年 12 月になって初めて修復プロ

ジェクトが竣工したのだ。 

 

竣工とは、修復プロジェクトの終了を意味するものではない。米国国家環境保護局の規定に基づき、ここ

では 5 年ごとに一回の評価がなされ、第三回目の評価で修復解決目標に達しているか否かの検証をした。 

これによって、修復活動が 2009 年になって漸く徹底的に完成をし、最終的評価結果により、現場が人体へ

の健康上及び環境保護上の要求を満足していることが判明した。 

 

天津港の事故現場では、危険化学品の整理と廃水の処理活動が猛烈な勢いで進められ、その上に、住宅地

と接していることもあり、汚染土は転送されたり、別の場所に保存されたりという異なった修復法が採ら

れていた。 実際、通常の汚染場所におけるプロジェクトでは、原位置修復法が業界で受け入れられている

のだが、この方法であれば汚染土がもたらす環境リスクの外部への持ち出しを減少させることが可能だ。 

8 月 20 日から、中鉄十八局第五公司が、天津港海鉄一号路で高さ 1.2 メートルの漏出防止機能付き保存池

の建設を開始しているが、ここには 2.4 万立方メートルの汚染土を保存ができる。 

 

上述の環境保護部の専門家は、『財経』記者に対し、当該保存池は短期間の汚染土保存のためのものに過ぎ

ず、最終的には現場或は別のところに運び出して修復されねばならない、最終的修復方案は、まだ確定さ

れていないと語った。 まず、現場の危険物質を含む土壌の簡単な洗浄処理をし、その後更に保存池に臨時

転送し、応急措置の終了後に徹底修復されることになる。 

 

全面評価にはまだ日数が 

大穴の中の水処理が完成したのち、その底にある泥はどのように処理をするのか？これは現場の環境保護

専門家にとって難題となっている。汚染現場の処理対象には、通常、高度な危険物や有害物質が含まれた

スラッグや大量の有毒物資が付着した泥などが含まれているのだ。 

 

2005 年 11 月 13 日、中国石油吉林石化公司のベンゼン工場の爆発は、事故汚染現場から 3 キロメートルに

ある地下排水溝にまで及んだが、堆積物の除去が地下の密閉空間での作業となったこと、また、その水量

が多かったことなどが修復プロセスを困難なものにした。 

 

『その当時、一つだけ有利な条件があった。それは、冬に発生したことであり、摂氏零下 20 度の低温が配



管網の泥を凍らせた点だ。我々が人と機械の結合という方法を採取したが、少しずつ掻き出して、危険廃

棄物処置焼却炉での処理のために搬送することができたのだ』劉建国教授は、『あの事故の応急処理とサイ

トの調査修復に携わっており、プラン確定後に、全ての処理過程に 4 か月以上かかった。種々の汚染物質

に対して、上述爆発後の善後策として、安全な埋め立てや高温焼却及び生化学処理等の技術を結び付けて

応用する方法が採られた』と回顧した。 

 

汚染現場の修復技術には多種多様な方法が選択可能だが、天津港事故後の現場修復方案はまだ決まってい

ない。 『財経』記者が知ったことは、主な原因が、応急段階でまだ終了からはほど遠く、後に続く長期の

修復までは構っていられないことにある為；事故現場の後々の土地利用方向がまだ明確ではなく、これが

修復目標値をまだ確定できずにいる為に最終の技術路線を導き出せずにいるということだ。より問題なこ

とは、修復方案を決定するための基本前提――全面的な汚染リスク評価報告――がまだ出ていないことだ

という。 

8 月 16 日から、天津市環境観測点が事故地区から 5 キロ以内に土壌環境観測点 73 か所が敷設された。8 月

22 日、政府は、16 の土壌サンプルからシアン化物が検出されたが、基準を超すものはなかった。総じて爆

心地の南側と北東部であったと発表した。 

 

インタビューを受けた多くの土壌修復の専門家たちは、5 キロメートルの範囲内にある 73 か所の土壌観測

点は少なすぎ、網羅的系統的にサイトの汚染実態を把握することはできないと指摘している。 

中国科学院土壌修復専門家は、『規範の要求に基づくとここには格子状に 1 万以上のポイントを設置しない

とならない、現場の類型が単一であり、事故が発生した直後なら土壌汚染の広がりは緩慢であり、少なく

とも千か所以上の敷設が必要。僅か 73 か所では凡そのことしかわからない』と語る。 

 

現場で活動している人にとっての難所は、上述の意見は客観的条件の制限により実施が極めて難しいとこ

ろにある。つまり、現場周辺には空き地がなく、既に住宅地区となっていることだ。 ある現場の専門家は 

「サンプリング規範に基づけば、サンプリング目標は土壌でしかないが、グリッド上には家があって、、サ

ンプル採取ができない」と不満を漏らす。 

環境保護部の環境リスク及び損害の鑑定評価研究センターは既に専門家を現場派遣しており、土壌や地下

水等の環境面の影響について全面的な評価をしている。記者は、現場の工作量が防大で、統一指揮下で協

力して応急処置と観測をする必要があり、初歩的な評価を出すのには何日もかかるということを聞いた。 

 

突発事故の善後策について、劉建国は、「長い期間をかけての対処・管理においては隠すことは不可能で、

今回の事故を以て、環境事故が発生した際の善後措置に関する長期のモニタリングや評価のメカニズムを

構築して、クラス別のアンリや速やかな公布等を実施しなければならない。このようにして初めて国民が

安心できるようになるのだ」と語った。 

 

http://news.sina.com.cn/green/2015-09-01/doc-ifxhkafe6255064.shtml 
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距离天津港“8·12”事故现场 2公里的天津港保税区扩展区污水处理厂，在爆炸中部分设施损坏，紧急抢修。

爆炸发生翌日下午，这家市政污水处理厂临危受命，负责处理事故区内废水。 

 

一场重大劫难后，事故应急处置往往需持续数日，尤其是后续土壤修复，甚至经年。 

 

水环境风险尚可控 

化学品爆炸事故造成的污水必须优先处置，否则一旦下雨防堵不及，会造成污染扩散。在探讨处置方案时，

天津港事故现场专家组曾对周边几家污水处理厂进行比选，最后选定距爆炸现场最近的保税区扩展区污水处

理厂，处理雨污管网内的废水与消防废水。 

 

现场指挥部还确定了一个废水处置途径，即通过专用的罐装运输车，将废水转运至 40余公里之外的天津合佳

威立雅危废处置中心，主要承担现场隔离区的明渠、水坑、水塘等低洼汇水区内的高浓度废水。 

 

http://news.sina.com.cn/green/2015-09-01/doc-ifxhkafe6255064.shtml


传统的市政污水处理厂通常采用生物法处理废水，含危化品的高浓度废水要依赖物理、化学等方法特殊处理，

两者技术路线不同。“只要不计成本，技术上不是难题。”北控水务集团有限公司技术中心副总经理薛晓飞分

析，处理每吨危化品废水的成本几十元，处理同量的市政污水仅需几角钱，甚至几分钱。 

 

最棘手的是废水量太大，处理时间长。现场区的排海口、市政管网全部被封堵，防止污染源外泄，这导致大量

高浓度含氰化物废水淤积。据《中国环境报》报道，事故现场存有约 6万吨废水。 

 

数十辆运输车、抽水车与挖掘机被调往封闭区紧急作业。至 8月 21日，天津市政府副市长王宏江称，封闭区

内的污水已处理了 3060吨。 

 

令专家组不安的还有，爆炸发生后，在原点形成一个直径约 100 米、积满水的大坑，看上去像一只睁大的巨

眼望向天空。以水坑为中心的警戒区内，氰化物超标严重。 

 

根据环保应急工作组的测定，大水坑中废水的氰化物平均超标 40 多倍，另外，PH 值也出现超标，在 10－11

之间，碱性很强。 

 

云南省环境监测中心站站长助理王立前对《财经》记者分析，碱性废水比酸性废水危害小，因为氰化钠不能

遇酸，遇酸会变成剧毒的氢氰酸，在碱性环境下，氰化物比较稳定。 

 

污水处置还增设了一道破氰专项装置，由前去支援的清华大学等机构专家制定。核心区内高浓度污水的破氰

处理将原地进行，然后转运。所谓破氰处理，就是利用化学反应，将氰根离子中的碳原子和氮原子拆散，从而

将氰化物分解成低毒物或无毒物，如氮气和碳酸盐等。到现场之前，专家已做过破氰效果与效率的紧急实验。 

 

经过破氰处理的废水，再通过污水处理厂、危废处置中心，经多个无害化处理环节，水质达标后再排放入海。

一位在现场的环保部专家说： “上级有两点要求，一是不能只满足达标值，要执行更高级别，达到污染前的

背景值再外排；二是确保一滴未经处理的水都不能外漏。” 

 

截至 8月 26日，大坑周边积水点内废水，已经用罐车运出。然而，由于大坑附近土壤松软、不能承载罐车重

量，运出废水方案不适用大坑内废水。据媒体报道，大坑中 6万吨污水量，需要预备出 10倍的储水能力，也

就是达到 60万吨水的储水能力。 

 

一套破氰设备日处理污水 5000 吨左右。一位天津市环保系统官员说：“现场计划增加设备进行积水清理，要

彻底处理完毕预计可能三个月。” 

 

相比地表水的封闭式控制，目前对地下水的监测略显不足。地表水环境监测点位共 42个，海水环境监测点 6

个，而地下水监测点仅有 8月 22日设置的一个。根据当天的监测数据，地下水中检出氰化物，未超标。 

 

一位曾去过现场的环保系统专家对《财经》记者说：“一个监测点是不够的，要想掌握全面情况，应布设更多

的地下水监测点。” 

 

地下水一旦被污染，修复的难度将远远超过地表水治理，且修复周期长。北京师范大学水科学学院教授王红

旗说，此次事故幸好有地域特殊性，即使发生了地下渗漏，主要污染对象也是海洋，而不会对水源地造成威

胁。 

 

天津港是填海造地项目，事故发生地靠近渤海海域，海水与地下水互通，污染浓度会受到海水稀释；另一方

面，相比地表水的径流速度，地下水的污染物扩散速度会相对缓慢。 

 

土壤修复方案待定 

由于爆炸事发地邻近住宅区，土壤污染的治理成为社会各界尤其是附近居民关注的核心问题之一。一位在现

场的环保部固废中心人士告诉《财经》记者，在应急处置结束之后，后续要修复土壤。这项内容已被列入事故

指挥部的工作范畴，但具体修复方案尚未确定，目前处于准备启动的状态。 

 

与常规项目相比，天津爆炸事故的遗留场地复杂得多。 



 

中国环境科学院固体废物污染控制技术研究所所长王琪表示，常规污染场地是多年积累的污染造成，污染源

相对容易确定，污染物迁移途径与范围可根据扩散模型测算出大致规律，而天津事故麻烦之处是，污染物的

污染规律不易掌握。 

比如，事故现场是多种危化品仓储库，遗留污染物不明，而且爆炸过程中不排除发生二次化学反应生成新污

染物；污染扩散途径多，爆炸过后除了空气和水、土层等自然条件以外，还可以通过喷溅、挥发、沉积以及自

然散落等途径造成环境污染。 

 

在清华大学环境学院教授刘建国看来，突发环境事故在各界高度关注之下，现场应对处置的紧迫性更强，制

定修复方案时不可能做到常规污染场地项目的长时间论证、比较。并且，客观限制因素较多，还要在敏感事

故中严防可能发生的次生事故。 

 

据官方公布的数据，事故场地曾存包括硝酸铵、硝酸钾在内的氧化物 1300吨左右，金属钠、金属镁等易燃物

约 500吨。这些危险品基本上在参与大爆炸后分解了。 

中国科学院生态环境研究中心副主任杨敏研究员告诉《财经》记者，一般情况下，硝酸铵、硝酸钾并不具有特

别的危害，只是当有大的外力，如撞击、高温时才会发生爆炸。而且，爆炸后形成的是比较简单的物质如氮

气、水等，总体上危害不会很大。 

 

需要关注的是氰化物的污染。爆炸前现场存有 700 吨氰化钠，后期工作人员在核心区已清理收集近 200 吨，

并将它们安全运出。也就是说，可能有 500吨氰化钠被散播遗留在环境中。 

 

氰化物是冶金、化工、制药、纤维制造等工业排放的主要污染物，国内有治理的成熟方法。通过处理受氰化物

污染的土壤，可以使氰化物分解成低毒物或无毒物。因此，与重金属和有机物的污染土壤相比，氰化物的处

理难度相对较低。杨敏认为，现场危险品的处理工作要尽快掌握污染物的种类和含量，然后进行污染物的截

留和妥当处理。 

 

按轻重缓急进行分期治理，也是国外处理突发环境事故污染场地的原则。位于美国新泽西州的 Chemical 

Control Corporation 场地，曾长期作为危废储存、处理场地，接收过不同类型的化学品。这块场地在 1980

年发生了一起火灾及爆炸事故，引发了土壤、水污染等严重后果。 

 

该场地彻底治理，分三个步骤：首先，是历时一年的应急处置，主要是清理所有雨水管网、打捞周边地表水污

染物，以及移除场地周边的所有容器，并完成有针对性的初步场地调查；之后，是全面调查和评估，经多轮论

证，七年后，美国国家环保局才确定最终修复方案，选择了固化稳定化技术。最终，直到 1993 年 12 月修复

工程竣工。 

 

竣工并不代表修复工程结束了。按美国国家环保局规定，该场地每五年要进行一次评估，经三次评估来验证

是否达到修复决策目标。因此，直到 2009年，整个修复工作才彻底完成，最终的评估结果显示该地块能满足

对人体健康和环保的要求。 

 

在天津港事故现场，危化品清理和废水治理工作进行的如火如荼，加之邻近住宅区，因此，污染土采取了转

运、在别处存放的异位修复法。其实，在常规的污染场地项目中，更受业界推崇的是原位修复法，此法可以减

少外运污土带来的环境风险。 

自 8 月 20 日起，中铁十八局五公司，开始在天津港海铁一号路，建设高 1.2 米的存放池，该池有防渗结构，

能存放 2.4万方污土。 

 

上述环保部专家告诉《财经》记者，该存放池只是短期封存污土，最终还要原地或再转运出去修复，最终的修

复方案尚未确定。第一步要对现场含危废物质的土壤进行简单洗消处理，下一步就会转运到临时存放池中，

应急处置结束后再进行彻底修复。 

 

全面评估还须时日 

大水坑内的水处理完后，坑内底泥该如何处理？这给现场环保专家组出了一道难题。污染场地的治理对象通

常还包括含高危、有害物质的渣和屑，以及附有大量有毒物质的底泥等。 

 



2005年 11月 13日中石油吉林石化公司双苯厂爆炸，事故污染场地涉及约 3公里长的地下排水涵管，其中沉

积物的清除属于地下密闭空间作业，且其中积水较多，是修复工程的难点。 

“当时一个有利条件是正处于冬天，零下 20摄氏度的低温把管网中的底泥给冻住了。我们采取机械和人工结

合的方法，一点点抠出来，再送到危废处置焚烧炉中处理掉。”刘建国参与了该事故应急处置和场地调查修复，

他回忆，方案确定后，整个处置过程耗时四个多月才完成。针对不同污染物，上述爆炸后的善后处置采取了

安全填埋、高温焚烧以及生化处理等技术结合应用。 

污染场地修复技术虽有多种可供选用，天津港事故后场地的修复方案尚未敲定。《财经》记者获悉，原因主要

有：应急阶段远未结束，后续更漫长的治理还无暇顾及；事故现场的后续土地利用方向尚未明确，还无法确

定最终的修复目标值，进而无法拿出最终的技术路线。更为关键的是，决定修复方案的基本前提——全面的

污染风险评估报告尚未完成。 

 

自 8 月 16 日起，天津市环境监测站在事故区 5 公里内，布设 73 个土壤环境监测点。8 月 22 日，官方公布，

测出 16个土样有氰化物，但均不超标，大致方位是事故点南侧和东部偏北。 

多位受访土壤修复专家指出，5 公里范围内布设 73个土壤点位远远不够，无法全面、系统掌握场地污染实情。

何况，深层土壤采样分析仍在进行中。 

一位中科院土壤修复专家对《财经》记者分析，“按规范要求，这块场地应网格状布设上万个点位，考虑到场

地类型单一、事故刚发生土壤污染迁移慢，至少也得布设上千个点位。73个点位只能做到大概的摸底。” 

 

现场工作人员的难处是，上述建议受现场客观条件限制很难实施，现场周边并非空地，而是建成的住宅区。

一位现场专家诉苦说，“如按采样规范，采样目标只能是土壤，但网格点位恰好可能是一栋房子，无法采集。” 

环保部环境风险与损害鉴定评估研究中心已派驻专家进入现场，对土壤、地下水等环境影响全面评估。《财经》

记者获悉，由于现场工作量庞大，且要在统一调度下协助应急处置和监测决策，要得出一个初步的评估结果

仍需多日。 

针对突发灾难善后，刘建国建议，长期治理千万不能留下隐患，应借此事故，建立一套突发环境事故善后处

置长期监控、评估机制，实行分级管理、及时公布。如此，才能让民众放心。 
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