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序　　　文

研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的
かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な
推進に資することを目的として刊行するものである。

この第 525 集「農地・森林等の放射性物質の除去・低減技術の開発」は、農林水産省農林水産技術会議の
委託プロジェクト研究として、2011 年度 3 次補正予算「森林・農地周辺施設等の放射性物質の除去・低減
技術の開発」から 2012 年度「農地・森林等の放射性物質の除去・低減技術の開発」までの２年間にわたり、
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構を中心に実施した研究成果をとりまとめたものである。

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に端を発した、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の発生を受
け、農林水産省では、放射性物質について農地土壌等における除去技術の開発や森林内での低減技術の予備
調査等に緊急に取り組んできたところである。しかしながら、被災地での営農再開のためには、農地の除染
だけでなく、農地・集落に隣接する森林からの放射性物質の拡散防止、用排水路等の農業用施設、畦畔、農
道等の除染、汚染された作物や雑草等を安全かつ効率的に保管するための減容・安定化が喫緊の課題として
あげられた。

本研究は、森林内の放射性物質に由来する影響を低減させる技術の開発、農業用施設、畦畔、農道等の除
染技術の開発及び放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化技術の開発を実施しており、放射能被災地
の復興、営農再開に資することを目的とした。

この研究の成果は、今後の放射能被災地における農林水産関係の復興、営農再開及び行政を推進する上で
有益な知見を与えるものと考え、関係者機関に供する次第である。

最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

2014 年 3 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　　
雨宮　宏司　　
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研 究 の 要 約

Ⅰ　研究年次・予算区分
研究年次：2011 年度～ 2012 年度
予算区分：農林水産省農林水産技術会議　農地・

森林等の放射性物質の除去・低減技術
の開発

Ⅱ　主任研究者
サブリーダ ー（1　森林内の放射性物質に由来す

る影響を低減させる技術の開発）：
独立行政法人森林総合研究所
水土保全研究領域　領域長
坪山　良夫（2011 ～ 2012 年度）

サブリーダ ー（2　農業用施設、畔畦、農道等の
除染技術の開発）：
独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構生物系特定産業技術研究支援
センター
園芸工学部　園芸工学部長
宮崎　昌宏（2011 年度）

サブリーダ ー（3　放射性物質を含む作物等の安
全な減容・安定化技術の開発）：
独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構中央農業総合研究センター
作業技術研究領域　上席研究員
藥師堂　謙一（2011 ～ 2012 年度）

Ⅲ　研究担当機関
１　森林内の放射性物質に由来する影響を低減させ
る技術の開発
独立行政法人森林総合研究所
福島県林業研究センター
２　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
農村工学研究所
株式会社クボタ
株式会社ササキコーポレーション

ヤンマー株式会社

３　放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化
技術の開発
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
東北農業研究センター
独立行政法人森林総合研究所

Ⅳ　研究目的
１　森林内の放射性物質に由来する影響を低減させ
る技術の開発
森林域における放射性物質の動態把握のため、放

射性物質由来の影響を及ぼす可能性のある森林域の
地形・林況と放射線量の変動の把握、森林内におけ
る放射性物質の移動実態の把握を行う。更に、森林
から流出する水等に含まれる放射性物質の挙動分析
と影響評価のため、斜面土壌中における放射性物質
の移動実態の把握、森林から流出する放射性物質の
変動特性の分析、堆砂の放射線量を指標とした放射
性物質の流出の把握を行う。

２　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発
除染した農地の再汚染を防ぎ、被災地での迅速な

営農再開を図るため、畦畔、法面、農道、用排水路
の汚染物質を省力的で効率的に取り除く除染技術を
開発する。

３　放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化
技術の開発
除染作業等に伴い発生する、低濃度の放射性物質

で汚染された作物や雑草、作物残さ、落葉、枝葉等
について、安全・安定的にペレットやチップに減容
化する技術を開発する。このため、作物や雑草、作
物残さを生や中水分（40-50％）で粉塵の発生を抑
制しながら収穫する技術を開発すると共に、落葉や
枝葉の破砕・チップ化技術を開発する。また、この
回収物について、乾燥・粉砕・混合・成型処理等の
稼働試験を行い、ペレットやチップで安定的に保管
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できる処理システムを構築する。

Ⅴ　研究方法
１　森林内の放射性物質に由来する影響を低減させ
る技術の開発
森林における放射線量の低減と放射性物質の拡散

防止技術を開発するため、森林域における放射性物
質の動態把握と、森林から流出する水等に含まれる
放射性物質の挙動分析と影響評価を行う。このため、
（1） 森林域における放射性物質の動態を把握する

ため、放射性物質由来の影響が隣接する農地や集落
に及ぶ可能性のある森林域の地形と林況を把握する
とともに、落葉層等の除去とその後の放射線量の変
動を観測と数値モデルにより評価する。
（2） 森林内に落葉として降下する放射性物質の垂

直方向の移動実態を明らかにする。また、林床上の
放射性物質の動態について明らかにする。
（3） 放射性物質が飛来した福島県の森林及び茨城

県の森林を対象に、堆積有機物層通過水及び鉱質土
壌層通過水の放射線強度を測定し、土壌中の水移動
にともなう放射性セシウムの移動実態を明らかにす
る。
（4） 放射性物質が飛来した福島県等の森林を対象

に、雨量・流量の観測、流出水や浮遊土砂の放射線
量の測定により、森林から流出する放射性物質の挙
動を明らかにする。
（5） 流水による山地からの放射性物質の流出の時

間的な変動を広域的なスケールで効率的に監視する
ために、堆砂の放射線量を指標に放射性物質の流出
実態を把握出来る手法を開発する。

２　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発
粉じん等作業環境要因の分析・評価により除染作

業における放射線障害防止のための被ばく管理や、
効率的な作業体系の構築に必要な情報を提示する。
50 ～ 60 馬力キャビントラクタ用として、3 点リン
ク直装の畦塗り機を改造して表層 0 ～ 5㎝を削り取
る畦畔表土削り取り機を開発する。80 馬力キャビ
ントラクタ用として 3 点リンク直装のオフセットモ
アを改造し、草刈り後の法面の表土を深さ 0 ～ 5㎝
削り取る法面表土削り取り機を開発する。100 馬力
クラスのキャビントラクタ用として、3 点リンク直
装のストーンクラッシャーを改造して未舗装の農道

の深さ 0 ～ 5㎝の表層を剥ぎ取る農道表層剥ぎ取り
機を開発する。キャビン付小型建機（バックホー）
のバケット形状及びバケットオフセット機構を改良
し、U 字溝の用排水路内土砂を掬い上げる用排水路
内土砂掬い上げ機を開発する。開発した「畦畔表土
削り取り機」、「法面表土削り取り機」、「農道表層剥
ぎ取り機」、及び「用排水路内土砂掬い上げ機」の
作業能率及び除染効果を明らかにする。農地周りの
放射性物質の吸着分布の調査及び除染機械と農地周
辺の除染技術の体系を評価分析する。

３　放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化
技術の開発
除染作業等に伴い発生する、低濃度の放射性物質

で汚染された作物や雑草、作物残さ、落葉、枝葉等
について、安全・安定的にペレットやチップに減容
化する技術を開発する。このため、
（1） 粉塵の発生を抑えた収穫技術として、フォー

レージハーベスタによる作物、雑草、作物残さ等を
粉塵の発生しにくい生や中水分（40-50％）で細断
し収穫する技術や、チッパーによる落葉や枝葉を
チップや粉状に粉砕する技術について、作業性能、
粉塵の発生状況等を測定し、粉塵発生量の少ない処
理方式を明らかにする。
（2） 収穫した作物、雑草、作物残さや、落葉、枝

葉等を成型処理により安定的に減容化するため、収
穫物を定量供給しロータリーキルンで乾燥し、ハン
マーミル等で粉砕処理、混合機で水分調製や成型補
助材を混合し、ローラー・ディスクダイ成型機でペ
レット状に加工、仕上げ乾燥後にフレコンバッグ詰
めする安全な減容化技術を開発する。このため、各
種原料について乾燥・粉砕・成型特性を明らかにし、
減容化プラントとしての適正運転条件及びプラント
の設計仕様を決定する。
（3） 汚染物質の一時保管技術として、8000Bq/kg

を超える汚染物質も想定した上で、減容化作業を実
施する作業者が被爆することを避けるため、コンク
リート製 L 型擁壁等による被曝線量低減効果を検
討する。
（4） 除染作業に伴い発生する落葉、枝葉等につい

て、水分 15％以下まで乾燥し安定的に保管できる
ペレットやチップに加工する。減容化目標はペレッ
トで 500kg/m3 以上、広葉樹チップで 250kg/m3 と
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研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室
11 12 機関 研究室

１　森林内の放射性物質に由来する影響を低減さ
せる技術の開発

（1） 森林域における放射性物質の動態把握
1） 放射性物質由来の影響を及ぼす可能性のある

森林域の地形・林況と放射線量の変動の把握

2） 森林内における放射性物質の移動実態の把握

（2） 森林から流出する水等に含まれる放射性物質
の挙動分析と影響評価
1） 斜面土壌中における放射性物質の移動実態の

把握

2） 森林から流出する放射性物質の変動特性の分
析

3） 堆砂の放射線量を指標とした放射性物質の流
出の把握

森林総合研究所

福島県林業研究セン
ター
森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

森林総合研究所

気象環境研究領域
水土保全研究領域
東北支所

森林環境部

気象環境研究領域

立地環境研究領域

水土保全研究領域
立地環境研究領域

水土保全研究領域

２　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発
（1） 農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発

1） 除染作業時の健康障害防止のための作業環境
要因の分析と評価

2） 畦畔表土削り取り機の開発

3） 法面表土削り取り機の開発

4） 農道表層剥ぎ取り機の開発

5） 用排水路内土砂掬い上げ機の開発

6） ほ場周辺の農道および用排水路等の農業生産
基盤施設の除染技術体系の分析評価

7） 農地周辺の除染技術体系の開発

中央農業総合研究セ
ンター

㈱クボタ
㈱ササキコーポレー
ション

㈱クボタ
㈱ササキコーポレー
ション

ヤンマー㈱

ヤンマー㈱

農村工学研究所

生物系特定産業技術
研究支援センター

作業技術研究領域

水利工学研究領域

園芸工学研究部・企
画部

し、処理量 200kg/h 規模の減容化処理設備の稼働
試験を行い、最適運転条件を明らかにすると共に、

実プラント建設のための設計値を得る。
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３　放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定
化技術の開発

（1） 作物、雑草、作物残さ、落葉等の減容化技術
の開発
1） 粉塵の発生を抑えた収穫技術の開発

2） 減容化のための乾燥、粉砕、混合、成型技術
の開発

 3） 汚染物質の一時保管技術の開発

 4） 落葉・枝葉の減容化技術の開発

中央農業総合研究セ
ンター
東 北 農 業 研 究 セ ン
ター

中央農業総合研究セ
ンター
東 北 農 業 研 究 セ ン
ター

中央農業総合研究セ
ンター
東 北 農 業 研 究 セ ン
ター

森林総合研究所

作業技術研究領域
農業放射線研究セン
ター

作業技術研究領域
農業放射線研究セン
ター

作業技術研究領域
農業放射線研究セン
ター

加工技術研究領域・
木材乾燥研究室

注）文中の図、表、写真に付した番号は、課題番号とその中の一連番号を組合せて表示してある。（例：１－
（１）－１）の課題の１番目の図の場合は、図 111-1 と表示）

Ⅵ　研究結果
１　森林内の放射性物質に由来する影響を低減させ
る技術の開発

（1） 放射性物質由来の影響を及ぼす可能性のある
森林域の地形・林況と放射線量の変動の把握

航空機レーザー測量による高分解能デジタル標高
データ、および、植生の地上高分布に相当するデー
タと、GPS 測量技術により、放射性物質由来の影
響が隣接する農地や集落に及ぶ可能性のある森林域
とその特徴的な地形を抽出する方法を検討した。ま
た、除染後の森林周辺において、空間線量率は森林
タイプや落葉等除去の有無に関係なく時間の経過と
ともに減少した。半減期による空間線量率の自然減
衰分を補正することにより、針葉樹林では冬季に値
が増加する傾向が見られ、これより林冠に沈着して
いた放射性物質が落葉等によって林床へ再移動した
ことが示唆された。さらに、小型線量率計と遮蔽台
を併用して森林空間を上下方向に分けて線量率測定
を行う方法を開発して、森林域の地形・林況と落葉
等の除去による放射線量の変動を把握するととも
に、山地森林域を対象として空間放射線量率の分布
を予測する数値モデルを開発した。

（2） 森林内における放射性物質の移動実態の把握
森林内における放射性物質の移動実態を把握する

ため、多田野試験林の常緑針葉樹林（スギ・ヒノキ
混交林）と落葉広葉樹林（コナラ優占林分）にそれ
ぞれ 6 プロットを設け、落葉・落枝（リタートラッ
プにより採集；5 ～ 12 月まで月 1 回）と落葉層・
土壌（5cm 毎に深さ 20cm まで採集；5、8 ～ 9 月、
11 ～ 12 月の計 3 回）の放射性セシウム濃度を測定
した。更に、地上高 1m と鉛コリメータを用い林床
表面の空間線量を月 1 回測定した。その結果、常緑
針葉樹林と落葉広葉樹林のいずれにおいても、林冠
の Cs-137 が落葉・落枝とともに降下していること、
落葉層の Cs-137 が土壌へ移行していることを明ら
かにした。
（3） 斜面土壌中における放射性物質の移動実態の

把握
斜面土壌中における放射性物質の移動実態を明ら

かにするため、多田野試験林の常緑針葉樹林と落葉
広葉樹林において堆積有機物層通過水と鉱質土壌層
通過水を採取し、放射性セシウム濃度を測定した。
その結果、堆積有機物層通過水の多くから放射性セ
シウムが検出され、夏季には放射性セシウム濃度が
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上昇した。夏季に濃度が上昇する主な原因として、
温度上昇のため堆積有機物の分解が進むことが考え
られた。一方、深度 30cm で採取した鉱質土壌層通
過水の放射性セシウム濃度は、堆積有機物層通過水
で濃度上昇が見られた夏季においても検出下限未満
であった。茨城県城里町の桂試験地で原発事故直後
に採取した鉱質土壌層通過水についても、放射性セ
シウム濃度は検出下限未満であった。放射性セシウ
ムは地中に入ると大部分が土壌粒子に捕捉され、水
とともに移動しにくい形態になったためと考えられ
る。
（4） 森林から流出する放射性物質の変動特性の分

析
森林から流出する放射性物質の変動特性を把握す

るため、多田野試験林の常緑針葉樹林及び茨城県城
里町の桂試験地において、自動採水器等を用いて出
水時、平水時に採水を行い、流出水及び浮遊土砂に
含まれる放射性物質濃度を測定した。その結果、出
水時の懸濁物質濃度が高い渓流水で放射性セシウム
濃度が高くなり、放射性セシウムは主に懸濁態とし
て流出していたことを示した。文部科学省航空機モ
ニタリングによる放射性セシウム沈着量推定値と
の比較により、2012 年の最大の出水でも 1 回の出
水に伴う Cs-134 と Cs-137 の合計流出量は現地の沈
着量推定値の 0.09％であることを明らかにした。平
水時の渓流水では溶存態 Cs-137 が 0.028 ～ ND Bq 
L-1 検出され、およそ夏に高く、冬に低い傾向が示
唆された。濁度より Cs-137 の年間流出量を推定し
たところ、約 200Bq m-2 y-1 となった。この値は現
地の沈着量推定値の 0.3％未満であり、森林から渓
流水を通じて流出する放射性 Cs は少ないことが示
された。

また、多田野試験林における渓流水の調査を拡充
し、福島県内 6 か所の森林（飯舘、伊達、二本松、
広野、郡山、会津若松）で、震災翌年の融雪期（2012
年 3 月～４月）に渓流水を 1 日 1 回採取し、放射性
セシウムの濃度を測定した。このうち 3 か所（飯舘、
伊達、二本松）では梅雨期（同年 5 月～ 7 月）にも
調査を継続した。更に、このうち 2 か所（飯舘、伊達）
では 8 月以降も同様の 1 日 1 回の採水を行うととも
に、降雨時の 1 時間毎の採水も実施した。1 日 1 回
の採水調査の結果では、降水により増水したとみら
れる日に採取した試料の一部（3 ～ 4 月：342 試料

中 9 試料、5 ～ 7 月：264 試料中 4 試料、8 ～ 10 月：
175 試料中 6 試料）から、1Bq L-1 を越える濃度の
放射性セシウムが検出された。降雨時の 1 時間毎の
採水は 8 月～ 10 月に 7 回行い（1 回 12 試料採取、
計 168 試料）、そのうち 24 試料から 1.1 ～ 48.5Bq 
L-1（Cs-134 と Cs-137 の合計）の放射性セシウムが
検出され、降雨による増水中に渓流水の放射性セシ
ウム濃度が一時的に上昇したことを示していた。放
射性セシウムが検出された渓流水には懸濁物質が見
られたため、濾過して再度測定したところ、大部分
は不検出となったが、降雨時に採取した 2 試料の濾
液から 1.1 ～ 1.2Bq L-1 の放射性セシウムが検出され
た。このことから、一部の試料から検出された放射
性セシウムは、渓流水中の懸濁物質が主な由来と考
えられた。
（5） 堆砂の放射線量を指標とした放射性物質の流

出の把握
堆砂の放射線量を指標として放射性物質の流出を

把握するため、福島県内の 3 か所の砂防ダムの背後
に堆積した土砂を定期的に採取して放射線量を計測
した。また、鉛で遮蔽したコリメータを用いて河川
周辺の地表からの放射線量の分布様式を明らかにし
た。その結果、原発事故後に有機質で泥質な洪水堆
積物が堆積した場所で放射線量が高い傾向が見られ
た。これは、放射性セシウムが粘土鉱物や土壌中の
有機物に吸着されやすい性質があるためと考えられ
た。特に、2011 年 9 月に堆積した洪水堆積物では
Cs-137 だけで数万 Bq・kg-1 の放射線量が観測され
た。同年 9 月 21 日の豪雨は福島県内の各地で 1976
年以来の日雨量極値を観測し、事故直後から現在ま
でのでは最大の降雨イベントであり、比較的広いエ
リアで厚い洪水堆積物が堆積したと考えられる。砂
防ダムの堆砂地など低い場所ではその後も連続的に
事故直後と同程度の放射線量が高い洪水堆積物が堆
積しており、放射線量の明瞭な低下傾向は確認され
なかった。

２　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発
除染作業時の現場における粉じん測定法を確立す

るとともに、現地試験時の粉じん量を測定・分析し
た。50 ～ 60 馬力キャビントラクタ用として、表層
0 ～ 5㎝を削り取る畦畔表土削り取り機を開発した。
80 馬力キャビントラクタ用として、草刈り後の法



─ 6 ─

面の表土を深さ 0 ～ 5㎝削り取る法面表土削り取り
機を開発した。100 馬力クラスのキャビントラクタ
用として、未舗装の農道の深さ 0 ～ 5㎝の表層を砕
土する農道表層剥ぎ取り機を開発した。キャビン付
小型建機を改良し、U 字溝の用排水路内土砂を掬い
上げる用排水路内土砂掬い上げ機を開発した。開発
した 4 機種の除染作業機について、福島県飯舘村伊
丹沢の水田ほ場周辺で現地試験を行い、作業性能及
び除染効果を明らかにした。現地試験近傍のほ場取
水口、ため池取水口、用排水路内水、河川水など水
の放射性物質濃度は検出限界以下であること、用排
水路の除染に関して、濁水の流出に留意すれば下流
への再汚染の危険性は少ないことを明らかにした。

３　放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化
技術の開発

（1）粉塵の発生を抑えた収穫技術の開発
麦わら等の収穫作業時における粉塵の発生状況等

を明らかにし、ピックアップユニットによる拾い上
げ収穫作業は粉塵の発生量、収穫ロスの大きさから
実用的ではなく、カッティングロールベール収穫が
適していることを明らかにした。また、茎の硬い雑
草類のフォーレージハーベスタによるダイレクト収
穫は、設定切断長 24mm で減容化の後作業に問題
は無く、周辺環境への粉塵発生量も 0.7mg/m3 未満
と低い値を示した。
（2）減容化のための乾燥、粉砕、混合、成型技術

の開発
稲わら等の作物残さ、雑草、枝葉等の除染物につ

いて細断、乾燥、粉砕、混合、成型の処理によりか
さ密度 500kg/m3 以上のペレットに加工することに
より、もとの容積の 1/5 ～ 1/10 に減容化し、フレ
コンバッグに収納し屋内保管できる処理技術が開発
できた。

前処理については、稲わら、雑草、牧草等の繊維
系材料は細断混合装置により 5cm 以下の長さに効
率よく破砕することができ、乾燥以降の作業に支障
はなかった。

乾燥粉砕工程については、稲わらのようなかさ密
度の低い材料にも対応できる乾燥機の内部形状と粉
砕機の仕様を決定し、運転条件も明らかにすること
ができた。

処理能力 400、800、1,200kg/h の実規模プラント

の設計を行い、主要機器の設計仕様を明らかにし
た。ランニングコストは水分 40％の材料について
は、それぞれ 34.0、32.6、25.6 円 /kg（製品）であり、
処理前に材料水分を低下させることがコスト低減の
ため重要である。本成果は設備を導入する自治体に
運転方法の検討素材を与えることができる。
（3）汚染物質の一時保管技術
コンクリート擁壁による放射線遮蔽効果について

検討し、厚さ 10cm のコンクリート擁壁の遮蔽効果
は空間線量で 58.5 ～ 73.5％の低減効果を示し、鉛
カバーを装着し 1 方向からの線量で比較した結果、
93.4％の低減効果が認められた。

減容化設備の前処理作業時の粉塵発生量は、ミニ
ロール解体時の粉塵発生量が多く、作業域全体の集
塵対策をとる必要のあることが分かった。

減容化設備内での粉塵発生量は、乾燥粉砕物のフ
レコンバッグ投入作業時に 0.53 ～ 0.93mg/m3 と高
くなったものの、その他の作業では 0.27mg/m3 以
下と低い値に留まった。各機器の除塵方法として
は、投入部から乾燥機出口までがサイクロン式集塵
機、粉砕工程以降はサイクロン式集塵機とバグフィ
ルターの２段階の集塵装置が必要であった。
（4）落葉・枝葉の減容化技術の開発
落葉・枝葉をかさ密度をチッパーによる粉砕で

1/3 ～ 1/5 に、ペレット成型で 1/6 ～ 1/25 の減容
化できた。ペレットの機械的耐久性は品質規格をク
リアできた。枝葉ペレットに木部を混合してペレッ
トに成型することで、スギ枝葉の成型速度を落とさ
ずに、強度的に十分な混合ペレットを製造可能であ
ることが分かった。更に草本系バイオマスとの混合
でスギ枝葉の成型速度を草本系と同等まで向上させ
ることを明らかにした。その他の原料との混合によ
り、枝葉の安定的なペレット成型が期待できる。減
容化作業における粉塵濃度、放射線被曝量は法令で
定める範囲内であった。

Ⅶ　今後の課題
１　森林内の放射性物質に由来する影響を低減させ
る技術の開発

（1）森林域の放射線量推定モデルを、郡山市多田
野試験地の森林で実施した除染試験へ適用すること
で、小スケールの地形の影響、樹木分布の影響、放
射性物質除去の影響等について解析し、除染等にお
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ける空間線量率の変動予測に活用する。
（2）落葉・落枝、及び落葉層・土壌中の Cs-137

量を年間を通じて調査したが、年ごとの Cs-137 量
の変化を把握するため、長期的に調査を行う必要が
ある。
（3）現地の堆積有機物層通過水の放射性セシウム

濃度は、夏季に上昇する傾向があり、特に濃度が高
いときに懸濁物が多く含まれることがあった。今後、
堆積有機物の分解過程と関連づけて観測及び解析を
行う必要がある。また、懸濁態と溶存態を区別した
分析及び解析が必要である。
（4）雨量、流量の観測を継続し、放射性セシウム

の流出特性を明らかにするとともに、出水時や平水
時の放射性セシウムの存在形態について明らかにし
ていく必要がある。
（5）放射性物質の起源を推定するための試料分析

が必要である。

２　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発
今回の現地圃場条件は凍土であったこと、トラク

タ走行面が不安定であったこと、及び実証面積が小
さかったことなどから削り取った排土の処理を含め
実証試験を重ねる必要があり、地方自治体、民間企
業、関係団体及び試験研究機関等との連携を密にし
ながら、当該技術の普及に資する実証試験を重ねる
必要がある。トラクタに粉じん計を載せて計測を行
うなど、測定法の検討が必要である。各圃場形態へ
の適用性、機械作業と人力作業の組み合わせ及び農
地本地土壌の除染作業工程との一体化等を考慮した
作業技術体系の検討が必要である。農道の除染によ
る路盤材の再利用について、廃棄土砂の減容化に向
け、さらなる研究が必要と考えられる。

３　放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化
技術の開発

（1）粉塵の発生を抑えた収穫技術の開発に関し、
現状での農地除染での雑草刈り取り作業は、刈り払
い機により人力刈り取りし、ミニロールべーラーで
梱包、人力でフレキシブルコンテナバッグ（以下フ
レコンバッグ）に収納という作業体系で実施されて
おり、今後、本技術を除染現場に普及させていく必
要がある。
（2）減容化のための乾燥、粉砕、混合、成型技術

の開発に関し、減容化設備の処理能力に影響を及ぼ
す最大要因は材料水分あり、水分の高いものについ
ては、堆肥発酵による発酵乾燥により水分 40％以
下にする処理技術を確立する必要がある。また、樹
皮及び堆肥などとの混合処理技術を確立する必要が
ある。
（3）汚染物質の一時保管技術に関し、現地実証

試験を行った福島県川俣町山木屋細畑の現地で採
取した材料中の放射性セシウム濃度の最高値は
56,000Bq/kg（乾物）であったが、コンクリート製
L 型擁壁で作業者の外部被曝を低減できることが明
らかとなった。より高濃度の材料を取り扱う場合に
は、同様の測定を行い L 型擁壁に土嚢を積むなど
の対策を検討する必要がある。
（4）落葉・枝葉の減容化技術の開発に関し、現地

の事情で樹皮を調達できなかったため、これを用い
た混合ペレット加工ができなかった。しかし森林総
合研究所のペレット成型機で樹皮、枝葉それぞれの
成型が可能なことを確認しており、現地での混合ペ
レット製造は可能であると判断している。

Ⅷ　研究発表
１　森林内の放射性物質に由来する影響を低減させ
る技術の開発

1） 大谷義一ら（2013）．森林域における除染効果
確認のための上下方向別空間線量率測定．関東森
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2） 篠宮佳樹ら（2013）．森林からの流出水に含ま
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した水に含まれる放射性セシウム．土壌物理学会
大会講演要旨集．54:22-23．

5） 小林政広ら（2013）．森林の堆積有機物から鉱
質土壌への水を介した放射性セシウムの移動．日
本森林学会大会講演要旨集．124．

6） 大谷義一・坪山良夫（2012）．生活空間に近い
森林と周辺の空間放射線量率の低減．林業いばら
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水中の放射性物質の観測結果．プレスリリース．
2012 年 6 月 12 日．
13）	森林総合研究所（2012）．梅雨期における渓流
水中の放射性物質の観測結果．プレスリリース．
2012 年 9 月 21 日．
14）	森林総合研究所（2012）8 ～ 10 月における渓
流水中の放射性物質の観測結果．プレスリリース．
2012 年 12 月 20 日．
15）	小林政広ら（2013）．森林における樹冠－堆積
有機物－土壌の水移動に伴う放射性セシウムの移
行．日本地球惑星科学連合 2013 年大会予稿集．
AHW30-11．

２　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発
1）	宮崎昌宏（2012）．東日本大震災からの復興を
めざして－農地周辺除染用作業機の開発－．農業
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染する表土削り取機の開発と適応性．平成 24 年
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3）	戸田　勉・前山達也（2011）．畦畔表土削り取
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道表層剥ぎ取り機の開発．農業機械学会誌．74

（4）:252-258．
6）	小竹一男・宮西正美・原田孝弘（2011）．用排
水路内土砂掬い上げ機の開発．農業機械学会誌．
74（4）:271-276．

３　放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化
技術の開発
1）	吉田貴紘・藤本清彦・久保島吉貴・佐々木達也・
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第１編　森林内の放射性物質に由来する影響を低減させる技術の開発

第１章　森林域における放射性物質の動態把握

１　放射性物質由来の影響を及ぼす可能性のある
森林域の地形・林況と放射線量の変動の把握
ア　研究目的
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、発

電所周辺の大半を占める森林域に大量の放射性物質
が降下した。これらの森林の多くは農地や集落の山
側ないし上流にあるため、森林内の放射性物質によ
る追加被ばくや、放射性物質の拡散による影響が懸
念されている。また、森林内の放射性物質の分布に
関するこれまでの調査により、事故当時に落葉して
いた広葉樹林では飛来した放射性物質のかなりの部
分が地表の落葉層に付着したのに対して、常緑の針
葉樹林では地表に匹敵する割合の放射性物質が林冠
にも付着していることが明らかになってきた。

森林内における放射性物質の分布の違いは、落葉
層の除去等による除染の効果に影響を及ぼす。また、
森林域の地形は水や土砂の動きと密接に関係するた
め、森林内における放射性物質の移動特性にも影響
する可能性がある。そこで、本小課題では、放射性
物質由来の影響が隣接する農地や集落に及ぶ可能性
のある森林域を、既存の地理情報を用いて抽出する
方法を開発する。それとともに、落葉層の除去によ
る放射線量の変化や、流出水に含まれる放射性物質
量の調査を行う森林について、地形と林況を航空機
計測により詳細に把握し、落葉層の除去と空間線量
率との関係や、放射性物質の動態の解析に活用する。

イ　研究方法
放射性物質由来の影響を近隣に及ぼす可能性のあ

る森林域の地形・林況と放射線量の変動とを把握す
るため、調査対象森林域における航空機計測結果を
解析し、微地形や林冠構造を数値的に把握する。ま
た、除染後の森林周辺における放射線量の時間変動
を測定し、除染にともなう放射線量の空間・時間変
動の検証データと数値モデルを用いて、森林の除染
活動による放射線量の変動を予測する。

ウ　研究結果
（ア）森林における空間線量率の経時変化
森林域における放射性物質の動態把握のため、多

田野試験林（福島県郡山市、福島県林業研究セン
ター）の常緑針葉樹林（スギ・ヒノキ）と落葉樹林（コ
ナラ等）に設置したプロットとその周辺において、
空間線量率の変動を測定した。このプロット（除染
プロット）では、2011 年 9 月～ 10 月に林床の 20m
× 20m の範囲の落葉層と下草除去を実施した。こ
の除染プロットの中心と除染を行っていない地点と
で、空間線量率の経時変化を測定し比較した（図
111-1）。その結果、積雪のあった 2012 年 2 月の観
測値を除くと、空間線量率測定値は森林タイプや除
染の有無に関係なく時間の経過とともに減少した。
（イ）小型線量率計と遮蔽台を併用した上下方向

別の線量率測定
森林では放射性物質が鉛直方向に分布を持つた

め、除染か所の選定や除染後の評価において、測定
された線量率がどこの放射性物質に由来するかを判
断する必要がある。これを支援するため、大谷ら 1）

は小型線量率計と鉛製の遮蔽台を併用した上下方向
別の線量率測定法を開発し、測定を実施した。Cs-
137 標準線源を用いて遮蔽台に取り付けた小型線量

図 111-1　 針葉樹林と広葉樹林における空間線量率の
経時変化（高さ 1m の測定値で、2011 年秋
の急激な変化は、落葉等の除去に伴う線量
率変化を表す）



（ウ）線量率の空間分布と 山地森林域における空

間線量率のモデル化

多田野試験林を含む約 lkm（東西）× l.5km（南北）

の範囲について空間線量率の現地測定を実施し、線

量率の空間分布に関する情報を収集した。測定地点

の位置情報にしたがって線量率を図示したところ、

lOOmより短い距離で 2倍近い空間線量率の違いが

見られた（図 111-3左）。

このような山地森林域における空間線量率の分布

を予測するため、 IAEA-TECDOC-1376zlに記載さ

れた式（5.13）をもとに、地形の影響、樹体に よる

放射線の減衰等を考慮した 3次元数値モデルを作成

した。計算では、まず航空機レーザー測量によって

作成した多田野試験林周辺の 0.5mメッシュのデジ

タル標高データを用いて、空間線量率を評価する地

点周辺の見通し（地形に隠れずに見えるエリア）を

評価し、 0.5kmを到達距離の上限としてガンマ線の

到達範囲を抽出した。つぎに各地点から到達するガ

ンマ線の強度を計算し、到達範囲についてそれを足

し合わせることで評価地点の空間線量率を求めた。
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計の方向別の感度を解析し、上下方向別の空間線量

率測定値から上下半球毎の空間線量率に変換出来る

よう、簡単なパラメタリゼーションを行った。この

補正により、測定値をそのまま使うよりも落葉層除

去などの違いをより明瞭に検出することができた

（図 111-2）。この技術は、福島県森林研究センター

によって、森林除染実証事業における放射線量率低

減効果の評価に適用された。
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図111・3 線量率空間分布測定値 （左）とモデルによる空間線量率分布の推定結果 （右）

（モデルによる推定は、航空レーザー測量による 0.5m格子のデジタル標高地図を使用し、放射性物質が均等に分布

すると仮定して、地形の影響による空間線量率の違いを評価した試算結果。多国野試験林とその周辺について測定

値とモデルによる推定値を同一縮尺で示す。）
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多田野試験林を含む東西 0.4km、南北 1km の範囲
について、単位面積当たりの放射性物質濃度が均等
分布すると仮定した試算を行った結果、地形の影響
だけで放射線量率の値に 2 倍程度の違いが生じ、空
間線量率は採草地や谷間の水田などの平坦地、谷
筋、尾根の鞍部などで高くなる傾向が見られた（図
111-3 右）。また、山地森林域の空間線量率に影響す
ると考えられる樹体の遮蔽による放射線の減衰につ
いて、樹体によるガンマ線の減衰（生木の線減衰係
数）を、ヒノキ、ケヤキについて標準線源を用いた
実験により求めた結果、線減衰係数の値は 12m-1 ～
14m-1 となり、ケヤキがヒノキよりも大きな値を示
した。

エ　考　察
2011 年の秋季に落葉層の除去を行った森林につ

いて、空間線量率の測定値が時間の経過とともに減
少したのは、半減期が約 2 年と比較的短い Cs-134
からの放射線量減少の影響が大きかったことによる
と思われる。その一方で、放射性セシウム半減期に
よる空間線量率の減衰分を補正すると、針葉樹林で
は 2011 年～ 2012 年冬季間に空間線量率が増加する
傾向が見られた。このような空間線量率の経時変化
観測結果から、いったん樹冠に沈着した放射性物質
が落葉等によって林床へ再移動したことが示唆され
た。

一方、モデルの開発において、ガンマ線が樹体を
通る際に減衰すると考えられたので、この減衰と立
木の密度との関係について検討を行った。樹体をガ
ンマ線が通過する際に受ける減衰は樹体通過距離に
比例し、樹体通過距離の群落平均値は森林の空間面
積に対する樹幹断面積合計の割合（無次元断面積合
計）で表すことができる。吉良 3）による、アカマ
ツ天然林の林分平均直径と立木密度の自然間引きの
経過にともなう変化から推察した森林の無次元断面
積合計 b は、200 本 /ha ～ 10,000 本 /ha の密度域
において 0.002 ≦ b ≦ 0.004 の範囲にあると考えら
れた。そこで、森林密度がこの範囲にあると仮定し、
1m から 1km までの距離についてガンマ線の減衰
に関わる 2 つの項（距離の 2 乗の項と散乱による項）
の大きさを比較した結果、どの距離においても距離
の 2 乗による減衰の影響が大きいが、散乱による減
衰も無視できないことが分かった。

オ　今後の課題
森林域の放射線量推定モデルを、郡山市多田野試

験地の森林で実施した除染試験へ適用することで、
小スケールの地形の影響、樹木分布の影響、放射性
物質除去の影響等について解析し、除染等における
空間線量率の変動予測に活用する。

カ　要　約
航空機レーザー測量による高分解能デジタル標高

データ、及び、植生の地上高分布に相当するデータ
と、GPS 測量技術により、放射性物質由来の影響
が隣接する農地や集落に及ぶ可能性のある森林域と
その特徴的な地形を抽出する方法を検討した。また、
除染後の森林周辺において放射線量の時間変動を継
続的に測定した結果、空間線量率は森林タイプや落
葉等除去の有無に関係なく、時間の経過とともに減
少した。半減期による空間線量率の自然減衰分を補
正すると、針葉樹林では 2011 年～ 2012 年冬季に値
が増加する傾向が見られ、これより林冠に沈着して
いた放射性物質が落葉等によって林床へ再移動した
ことが示唆された。さらに、測定された空間線量率
が森林内のどの部分の放射性物質に由来するかを判
断可能にするため、小型線量率計と遮蔽台を併用し
て森林空間を上下方向に分けて線量率測定する方法
を開発し、森林域の地形・林況と落葉等の除去によ
る放射線量の変動を把握するとともに、山地森林域
を対象として空間放射線量率の分布と変動を予測す
る数値モデルを開発した。

キ　引用文献
1）大谷義一ら（2013）．森林域における除染効果
確認のための上下方向別空間線量率測定．関東森
林研究．64（1）：89-92．

2）International Atomic Energy Agency（2003）. 
Assessing radiation doses to the public from 
radionuclides in timber and wood products.

（IAEA-TECDOC-1376）. p61.
3）吉良龍夫（1957）．密度・競争・生産（3）．み
やま（昭和 32 年 11・12 月）．p34-45.

研究担当者（大谷義一 *、坪山良夫、後藤義明、
岡野通明、中井裕一郎、安田幸生）



2 森林内における放射性物質の移動実態の把握

ア研究目的

2011年 3月の東京電力福島第一原子力発電所の事

故により、大量の放射性物質が拡散・降下し、森林

が広範囲にわたり汚染された 1).2). 3）。常緑針葉樹に

おいては樹冠上に、落葉広葉樹林においては林床に

多くの放射性物質が蓄積しているとされている 4)5）。

このことから、樹冠上にある放射性物質が落葉・落

枝と共に降下し再度、林床上に放射性物質が蓄積す

る可能性がある。また、林床上の放射性物質が移動・

拡散する可能性もある。以上のことを明らかとする

ため、落葉、落枝や林床の放射性物質濃度を定期的

に測定し、樹冠から地上への放射性物質の移動実態、

及び林床上の動態を把握することを目的とする。

イ研 究 方 法

（ア）調査プロッ トの設定

福島県郡山市に所在する福島県林業研究センター

多田野試験林（東経 140° 15’、北緯 37°23’ 標高

360～ 420m) （図 112-1）の常緑針葉樹林（スギ、

ヒノキ混交林、 48年生）（写真 112-1)、及び落葉広

紋射性センウムの沈着量（Bo/m勺
【旦呈2月31自の値に換算1

・・・・・ 3 .000~ < 
l I 1.000k 3,0COK 

いわき市 ト寸：：：：: 1 ：：~： 
I 100k 30Ck 
I 60k 10Ck 

・・・・・30k 6Ck 
- 10k 30k 
l 盃，，.

図 112-1 位置図（文部科学省航空機モニタリング結

果（2012.5.31換算）より作成）

写真 112-1 常緑針葉樹林プロット

葉樹林（コナラ優占林、 60年生）（写真 112-2）に

lOm× lOmの方形プロ ットをそれぞれ6プロット

設け調査地とした（図 112-2）。

（イ）落葉、落枝の採取

2012年 4月に開口部 lm×lmの方形のリタート

ラップを各プロット l基、両林分に 6基ずつ設置し

た。試料は 2012年 5～ 12月の期間に l回／1か月

回収した。回収した試料は、落葉と落枝に分け、落

葉は更にスギ、 ヒノキ、アカマツ、広葉樹に分けた。

（ウ）落葉層、土壌の採取

2012年 4月、 8～9月（以下、 9月）、 11～ 12月

（以下、 12月）の 3回、各プロッ トlか所、各林分

計 6か所から落葉層、土壌を採取した。4月は、落

葉層を 40cm×40cmの面積で、土壌は柱状縦孔に

掘り 6）、20cm×20cmの面積で採取した。9、12月は、

落葉層を 20cm×20cmの面積で、 土壌を試料採取

器（大起理化工業（槻製、 φ＝llOmm、t=50mm）で

採取した。土壌の採取深は、いずれの採取月におい

ても 5cm毎に 20cmまで採取した。

（エ）放射性物質測定

落葉、落枝、落葉層の試料は細断し、土壌試料

図 112-2 プロット概略図 （図中の口はプロットの位

置を示す）

写真 112・2 落葉広葉樹林プロッ ト
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（オ）空間線量率測定

lプロットにつき 5測点（図 112-3）、各林分 6

プロットにおいて、7～ 12月の各月 l回、鉛コリメー

タの中央にサーベイメータの検出器を差し、林床に

置いた状態で空間線量率を測定した（エネルギー補

償形 y線用シンチレーションサーベイメータ目立ア

ロカメデイカル（械製 TCS-172B) （図 112-4、写真

112-3）。併せて、参考値として鉛コリメータから検

出器を外した状態で、林床から lm高の空間線量率

を測定した。鉛コリメー夕、 lm高の測定とも測定

機器の時定数を 10秒とし、 10秒毎に 5回測定し、

その平均値を測点の空間線量率とした。各林分の空

間線量率は、各月の各林分 30測点の平均値を各林

分の空間線量率とした。なお、平均値の比較は、有

意水準 5%でt検定を行った。

は、 2mm目の簡にかけ、礁、根を取り除き、それ

ぞれ 105℃で 12時間以上乾燥した 6).7）。試料重を測

定した後、 U-8容器に詰め、ガンマスペクトルメト

リー法により Cs-137濃度を測定した（ORTEC製

GEM40）。各試料の測定時間は、落葉、落枝、落葉

層、 O～ 5cm・ 5～ lOcmの土壌で 1000秒、 10～

15cm ・ 15～ 20cmの土壌で 1800秒とした。落葉、

落枝、落葉層、土壌それぞれの各林分採取月の lm2

当たりの Cs-137量（以下、 Cs-137量）を算出する

ため、各試料の Cs-134濃度（Bqkg-1）×試料乾重（kg)

（土壌試料は機、根も加算した重量）／採取面積（m2)

の値を各林分のプロット（6プロット）で平均した。

なお、平均値の比較は、有意水準 5%でt検定を行っ

ウ研究結果

（ア）落葉、落枝による Cs-137降下量

5～ 12月に回収した落葉 ・落枝の Cs-137量は、

常緑針葉樹林、落葉広葉樹林で、それぞれ3.8± 1.6 

kBq m-2 ( ±以下は標準偏差、以下同様）、 4.6± 1.2 

kBq m-2であり、両林分とも落葉、落枝と共に Cs-

137が降下することを確認した。また、そのほとん

どが、 10～ 12月に降下した（図 112-5）。なお、第

2章 lの結果から、4～ 12月の林内雨の Cs-137量は、

常緑針葉樹林、落葉広葉樹林で、それぞれ 3.5kBq 

mヘ0.9kBq m-2であった。常緑針葉樹の林内雨は、

平均値で落葉 ・落枝と同程度の量の Cs-137が降下

していた。ただし、常緑針葉樹林の林内雨は、過大

に採取された可能性がある。

落葉・落枝の Cs-137量の割合は、常緑針葉樹

林では、スギの落葉、ヒノキの落葉、落枝で、各

29.4%、38.9%、8.6%だった。100%に満たないのは、

その他に、林分周辺のアカマツと落葉広葉樹の混交

林からプロット内に降下したと考えられるアカマツ

の落葉、及び広葉樹の落葉に、 Cs-137が含まれて

いたためである。落葉広葉樹林では、広葉樹の落葉、

落枝が各 18.1%、 24.2%であった。プロット内若し

くは周辺に生育しているアカマツの落葉の Cs-137

の割合は、 57.7%を占めた（図 112-6）。

（イ）林床上の Cs-137の動態

落葉層の Cs-137量は、 4月と 9月、 4月と 12月
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図 112-5 　常緑針葉樹林（左）と落葉広葉樹林（右）における落葉・落枝、落葉層・土壌
の Cs-137 量及び空間線量率

図中のバーは標準偏差を示す。n.s．は平均値に差がないことを示す（t 検定，有意水準
0.05％）。なお、落葉層・土壌の Cs-137 量の図においては、落葉層の比較、（）内は落葉
層と土壌 0 ～ 20cm の合算値の比較を示している。

図 112-6　常緑針葉樹林（左）と落葉広葉樹林（右）における落葉・落枝の Cs-137 量内訳

を比較すると常緑針葉樹林、落葉広葉樹林とも 9 月、
12 月の Cs-137 量の平均値は減少したが、ばらつき
が大きくそれぞれの平均値との間に有意な差は認め
られなかった。また、鉛コリメータを用いた空間線
量率の測定結果においても、両林分とも 7 月と 12
月の平均値に差はなかった（図 112-6）。なお、落
葉層と 0 ～ 20cm の土壌の Cs-137 量合算値は、両
林分とも 4 月と 9 月、4 月と 12 月の平均値に差は
なかった。これらから、林床上（落葉層）の Cs-
137 量に大きな変化は認められなかった。

しかし、0 ～ 5cm の土壌の Cs-137 量は、両林分

で 9 月、12 月と増加しており、落葉層と 0 ～ 5cm
の土壌の Cs-137 量の平均値を比較すると、4 月、9
月においては、両林分とも落葉層の Cs-137 量が有
意に多かったが、12 月は、両林分とも平均値に差
は認められなくなった（図 112-7）。また、図中に
は示していないが、常緑針葉樹林の 0 ～ 5cm の土
壌は 9 月と 12 月で比較すると 12 月の平均値が有意
に多くなった。

エ　考　察
（ア）落葉・落枝による Cs-137 降下量
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落葉・落枝と共に Cs-137 が林床に降下すること
を明らかにした。更に、2011 年 3 月の東京電力福
島第一原子力発電所の事故当時、開葉していなかっ
た広葉樹の落葉にも Cs-137 が含まれていることを
確認した。広葉樹の落葉は、リタートラップ内で試
料回収までの 1 か月間、常緑針葉樹の落葉とまじり
あった状態で林内雨にさらされていることから、常
緑針葉樹の落葉、林内雨の Cs-137 が広葉樹の落葉
へ移行している可能性も否定できないが、樹体内に
取り込まれた Cs-137 が葉に転流していることを示
唆する結果と考えられた。
（イ）林床上の Cs-137 の動態
4 ～ 12 月における 0 ～ 5cm の土壌の Cs-137 量の

増加は、落葉層から土壌へ Cs-137 が垂直方向に移
動しているためと考えられた。このため、林床上の
Cs-137 は、土壌への移行による減少、落葉・落枝、
林内雨の降下による増加、更に樹木の経根吸収によ
る減少の可能性も考えられることから、様々な要因
により移動していると考えられた。しかし、林床上
における見かけ上の Cs-137 量の変化は少なかった。

オ　今後の課題
落葉・落枝、及び落葉層・土壌中の Cs-137 量を

年間を通じて調査したが、年ごとの Cs-137 量の変
化を調査するため、長期的に調査を行う必要がある。

カ　要　約
2012 年 5 ～ 12 月の期間にリタートラップによ

り捉えられた落葉・落枝の Cs-137 量は、常緑針葉
樹林、落葉広葉樹林で、それぞれ 3.8 kBq m-2、4.6 
kBq m-2 であり、Cs-137 が落葉・落枝と共に降下す

ることを確認した。
また、落葉層と 0 ～ 5cm の土壌の Cs-137 量の平

均値は、4 月、9 月では、常緑針葉樹林、落葉広葉
樹林いずれも、落葉層で有意に多かったが、12 月
においては、両林分とも平均値に差がなく、落葉層
の Cs-137 が土壌へ移行しているものと考えられた。

しかし、落葉層の Cs-137w 量は、常緑針葉樹林、
落葉広葉樹林とも4月と12月の平均値に差はなかっ
た。また、鉛コリメータを使用した空間線量率に 7
月と 12 月の平均値に差はなかった。Cs-137 は、様々
な要因により移動していると考えられたが、林床上
おける見かけ上の Cs-137 量の変化は少なかった。

キ　引用文献
1）福島県農林水産部．（2011）．福島県環境放射線
モニタリング調査（民有林）の結果について．

2）関東森林管理局．（2011）．福島県の国有林内に
おける環境放射線モニタリング調査結果につい
て．

3）文部科学省．（2011）．文部科学省による福島県
西部の航空機モニタリングの測定結果について．

4）文部科学省．（2011）．文部科学省による放射性
物質の分布状況等に関する調査研究（森林内にお
ける放射性物質の移行調査の結果について）．

5）農林水産省．（2011）．森林内の放射性物質の分
布状況および分析結果について（中間とりまと
め）．

6）文部科学省科学技術・学術政策室原子力安全課
防災環境対策室．（1976）．放射能測定法シリーズ
３　放射性セシウム分析法（昭和 51 年改訂）．財
団法人日本分析センター．

図 112-7　常緑針葉樹林（左）と落葉広葉樹林（右）における落葉層と土壌 0 ～ 5cm の Cs-137 量
図中のバーは標準偏差を示す。* は平均値に有意差があることを示し、n.s. は平均値に差がないこ
とを示す（t 検定，有意水準 0.05％）。
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7）文部科学省科学技術・学術政策室原子力安全課
防災環境対策室．（1972）．放射能測定法シリーズ
13　ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分
析のための試料の前処理法．財団法人日本分析セ

ンター．

研究担当者（蛭田利秀 *、壽田智久、川口知穂、
坪山良夫、大谷義一、小林政広、篠宮佳樹）
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１　斜面土壌中における放射性物質の移動実態の
把握
ア　研究目的
東京電力福島第一原発事故の際、高温でガス化し

やすい放射性ヨウ素（I-131）及び放射性セシウム
（Cs-134 及び Cs-137）は、大気の流動とともに移
動・拡散し、広範囲の森林に沈着した。半減期が比
較的長い放射性セシウムについては、森林において
中長期の影響が懸念されており、その動態を明らか
にすることが求められている。セシウムの土壌中で
の動態に関しては、同族のナトリウム等のアルカリ
金属元素とは異なり、鉱質土壌に達して時間が経過
した後には、粘土鉱物の層間に強固に結合し、きわ
めて移動しにくくなることが知られている 1）。しか
し、森林には、樹冠や堆積有機物層が存在し、流入
した放射性セシウムは鉱質土壌に到達する前にこれ
らの部位にも捕捉される。2011 年 8 月から 9 月に
かけて実施された森林内の放射性セシウムの分布調
査結果 2）によれば、福島県大玉村のスギ林におい
て、樹冠、堆積有機物層、鉱質土壌層の放射性セシ
ウムの存在割合はそれぞれ、48、33、18％、近傍の
落葉広葉樹林では 14、66、18％であった。常緑針
葉樹林と落葉広葉樹林では、事故当時の葉の有無に
より樹冠と堆積有機物層での存在割合が異なるが、
大半が鉱質土壌に到達していなかった点は共通して
いる。初期に樹冠及び堆積有機物に捕捉された放射
性セシウムは、時間の経過と共に鉱質土壌へ移行し、
徐々に粘土鉱物と強固に結合した形態の割合が増加
するため、雨水の浸透・流出過程で水と共に移動す
る量は少ないと予想されるが、福島第一原子力発電
所事故による放射能汚染の影響を受けた実際の森林
においてこの点を実証する必要がある。

本課題では、放射性セシウムの斜面土壌中での移
動の実態を解明することを目的とし、福島県及び茨
城県の森林において、ライシメータを用いて放射性
セシウムの堆積有機物層から鉱質土壌層への移行、
鉱質土壌中での移動を観測した。

イ　研究方法
（ア）試験地及び観測プロット
福島県郡山市に位置する福島県林業研究セン

ター多田野試験林及び茨城県城里町に位置する森
林総合研究所桂試験地を試験地とした（図 121-
1）。

多田野試験林の表層地質は砂岩及び凝灰岩であ
り、土壌はこれらを主な母材とする褐色森林土で
あり、土性は砂質壌土が主体である。観測プロッ
トは、常緑針葉樹林（スギとヒノキの混交する
48 年生人工林、以下スギヒノキ林）及び落葉広葉
樹林（コナラ優占、60 年生）の 2 か所とし、両者
とも下部谷壁斜面に設定した（図 121-2）。

桂試験地の表層地質は中古生層堆積岩であり、そ
の上に堆積した火山灰が土壌の主な母材となってい
る。土性は植質壌土である。観測プロットは、下部
谷壁斜面（調査プロット 1）及び谷頭凹地（調査プ
ロット 2）のスギ人工林（いずれも約 50 年生）内
に設定した（図 121-3）。
（イ）堆積有機物層からの放射性セシウム溶出に

第２章�　森林から流出する水等に含まれる放射性物質の挙動分析と影
響評価

図 121-1　試験地の位置
地図は文部科学省 2011 年 9 月 12 日報道発表資料 3）より
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関するカラム実験
融雪時における堆積有機物層からの放射性セシ

ウム溶出に関する予備的な情報を得るため、多田
野試験林の堆積有機物を用いた溶出実験を行っ
た。多田野試験林内の調査プロットとは異なるス
ギ林及び落葉広葉樹林の斜面において、2011 年 9
～ 10 月に堆積有機物を採取し風乾状態で保管し
た。これらの試料を内径 10.8cm のアクリルパイ
プに高さ 15cm で充填し、上部から降雨装置で水
供給し、下端からの流出水（カラム流出水）を採
取した。堆積有機物試料の放射性セシウム濃度はス
ギ林、落葉広葉樹林でそれぞれ、21 kBq kg-1、105 
kBq kg-1 であった。給水速度は約 3.3 mm h-1 で 8 時
間散水した後 16 時間休止する操作を 3 度繰り返す
実験を 3 回ずつ行った。用いた水は調査プロット付
近の林床の積雪を採取して溶かしたものである。た
だし、落葉広葉樹林試料を用いた最初の実験に用い

た水は雪の採取が間に合わなかったため、蒸留水を
用いた。これら堆積有機物カラム流出水の放射性セ
シウム濃度をガンマ線スペクトロメトリーにより測
定した。

その後、堆積有機物カラム流出水を、スギヒノキ
林プロットの B 層土壌を高さ 10cm で充填した層に
通して再度放射性セシウム濃度を測定した。

実験は 2012 年 2 ～ 3 月に行った。落葉広葉樹の
堆積有機物についてはカラムを室温で保管して気温
が高くなった 2012 年 8 ～ 9 月に再度実験を行った。
この際は供給水として蒸留水を用いた。
（ウ）多田野試験林における放射性セシウム移動

の観測
多田野試験林内のスギヒノキ林及び落葉広葉樹林

に設定した観測プロットの堆積有機物層直下にテン
ションフリーライシメータを設置し、2012 年 2 月
より自然降雨由来の堆積有機物層通過水を採取し
た。また、両プロットの深度 30cm にポーラスプレー
トテンションライシメータを設置し、－ 50 kPa で
減圧して鉱質土壌層通過水を吸引採取した。加えて、
プロット近傍で樹脂製ロートとタンクを組み合わせ
た装置で林内雨を採取した。採水は月 1 ～ 2 回行っ
た。水試料の放射性セシウム濃度をゲルマニウム半
導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーで
測定した。また、共存する主要なイオン及び溶存有
機炭素濃度を測定した。
（エ）桂試験地における放射性セシウム移動の観

測
桂試験地のスギ林において、堆積有機物層通過

水、鉱質土壌層通過水、林内雨を採取した。採水は
月 2 ～ 4 回行った。同試験地では、これら水試料の
採取を 2011 年 3 月の福島第一原発事故前から継続
しており、事故直後の試料も一部保存していたため、
これも測定対象とした。林内雨試料は、2011 年は
調査プロット 2 で、2012 年は調査プロット 1 で採
取した。堆積有機物層通過水、鉱質土壌層通過水は
調査プロット 1 で採取した。水試料の放射性セシウ
ム濃度は、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガン
マ線スペクトロメトリーにより測定した。また、共
存する主要なイオン及び溶存有機炭素濃度を測定し
た。
（オ）水試料の放射能測定
ゲルマニウム半導体検出器（主に ORTEC 製

100m

スギヒノキ林プロット

落葉広葉樹林プロット

調査プロット１

調査プロット２

図 121-2　多田野試験林の調査プロット

図 121-3　桂試験地の調査プロット
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GEM40）を用いたガンマ線スペクトロメトリー
により水試料の放射性セシウム濃度を測定した。
試料量が 2L 以上ある場合は、容積 2L のマリネ
リ容器で測定した。試料が 2L 未満の場合は、容
積 100mL の U-8 容器を用いて測定した。原則と
して試料のろ過は行わずに測定し、一部試料につ
いては孔径 0.45 μ m または 0.5 μ m のフィルター
でろ過した後に再度測定した。解析ソフトとして
SEIKO EG&G の「ガンマスタジオ」を用いた。
放射能の値は試料採取日に減衰補正した。

ウ　研究結果
（ア）堆積有機物からの放射性セシウム溶出に関

するカラム実験
2 ～ 3 月に行った実験では、カラム流出水の放射

性セシウム濃度（Cs-134 と Cs-137 の合計）は、ス
ギ林試料より落葉広葉樹林試料で高かった（図 121-
4）。これは、用いた堆積有機物の放射性セシウム濃
度が、事故当時樹冠に葉がなかった落葉広葉樹林で
スギ林より高かったことによると考えられる。な
お、供給水として使用した雪を溶かした水にも放射
性セシウムが含まれていた（スギ林雪：4.1 Bq L-1、
落葉広葉樹林雪：1.1 Bq L-1）。この点を考慮すると、
スギ林の 2 回目及び 3 回目は堆積有機物からの溶出
はほとんどなかったと考えられる。落葉広葉樹林試
料を用いた 2 ～ 3 月の低温下の実験では 3 回繰り返
すことにより放射性セシウム濃度は 35 Bq L-1 から
5 Bq L-1 未満に大きく低下した。3 回の繰り返しを
通じた放射性セシウムの流出率（充填した堆積有機
物の放射性セシウム量に対する流出した放射性セシ
ウム量の比率）は、スギ、落葉広葉樹ともに 1％未
満であった。カラム流出水は褐色を呈していたが、

肉眼では懸濁物は認められず、ろ過しても放射性セ
シウム濃度は大きく低下しなかった。

カラム流出水を鉱質土壌充填層に通過させて再び
放射性セシウム濃度を測定したところ、全ての試料
で検出下限（1 Bq L-1）未満となった。10cm の鉱
質土壌を通過する間に、放射性セシウムの大部分が
土壌粒子に捕捉されたものと考えられる。

落葉広葉樹林試料の8～9月の高温下の実験では、
3 回繰り返してもカラム流出水の放射性セシウム濃
度は 20 Bq L-1 以上の値を保った。
（イ）多田野試験林における放射性セシウム移動

の観測
多田野試験林で採取した堆積有機物層通過水中の

放射性セシウム濃度は、スギヒノキ林、落葉広葉樹
林のいずれにおいても、冬季から春季においては林
内雨の濃度に近く、夏季には林内雨より高くなるこ
とが多かった（図 121-5、6）。林内雨中の放射性セ
シウム濃度はスギ林で落葉広葉樹林より高かった。
常緑樹のスギ及びヒノキの林分では、事故当時に降
り注いだ放射性セシウムが樹冠の枝葉に残存してお
り、これが林内雨に移行するためと考えられる。ス
ギ林では、7 月末の少雨期間に採取した堆積有機物
通過水中の放射性セシウム濃度が 100 Bq L-1 を超え
た（Cs-134 と Cs-137 の合計）。この試料には肉眼で
確認できる懸濁物が多く含まれていたため、これを
ろ過して濃度を測定したところ、値は約 3 Bq L-1 ま
で低下し、懸濁物に結びついたセシウムの占める割
合が大きかった。なお、同期間は雨量が少なかった
ため、高濃度になった原因として蒸発濃縮の影響も
考えられる。落葉広葉樹林においては 9 月に濃度の
顕著な上昇が観測され、スギヒノキ林と同様に懸濁
物の影響が大きかった。

一方、夏季に深度 30cm で採取した鉱質土壌水通
過水では、スギヒノキ林と落葉広葉樹林のいずれに
おいても放射性セシウム濃度は検出下限（0.04 Bq 
L-1）未満であった。これは、放射性セシウムの大
部分が土壌粒子に捕捉され、水とともに移動しにく
い形態になったためと考えられる。

Cs-137 濃度に採水量を乗じて Cs-137 の移動量
を求め、これを積算した（図 121-7、8）。林内雨
による放射性セシウムの積算移動量はスギヒノキ
林では落葉広葉樹林の約 4 倍となり、事故当時樹
冠に付着した放射性セシウムの影響が考えられ
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た。堆積有機物層通過水もスギヒノキ林で積算値が
落葉広葉樹林より大きかったが、林内雨による移動
量からの増加分は期間全体では小さかった。

堆積有機物層通過水の共存成分濃度と放射性セシ
ウム濃度の関係では（図 121-9、10、11）、落葉広葉
樹林においてアンモニウムイオン濃度、溶存有機炭
素濃度が高いときに放射性セシウム濃度が高い傾向
が認められたが、明瞭な関係ではなかった。カリウ
ムイオン濃度との関係は更に不明瞭であった。スギ
ヒノキ林では上記共存成分のいずれも放射性セシウ
ム濃度との関係は不明瞭であった。

採水期間ごとの積算地温と堆積有機物から鉱質土
壌への放射性セシウム移動量の関係を調べたとこ
ろ、積算地温が低い期間は放射性セシウム移動量が

0

20

40

60

80

0 0.5 1 1.5
NH4

+ 濃度　（mg L-1
）

C
s-

13
7放

射
能

濃
度
（
B

q 
L-1

)

スギヒノキ林 落葉広葉樹林

0

20

40

60

80

0 50 100 150
DOC濃度　（mg L-1

）

C
s-

13
7放

射
能
濃
度
（
B

q 
L-1

)

スギヒノキ林 落葉広葉樹林

0

20

40

60

80

0 5 10 15 20
K+ 濃度　（mg L-1

）

C
s-

13
7放

射
能
濃

度
（
B

q 
L-1

)

スギヒノキ林 落葉広葉樹林
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図 121-11 　溶存有機炭素（DOC）濃度と Cs-137 濃度
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小さいが、積算地温が高い期間でも移動量が大きく
ないことがあり、関係は明瞭ではなかった。
（ウ）桂試験地における放射性セシウム移動の観

測
福島第一原発事故発生後の 2011 年 3 月及び 4 月

に採取した桂試験地スギ林の林内雨には、14 ～ 60 
Bq L-1 の Cs-137 が含まれていた。同じ期間に採取
した堆積有機物層通過水では、Cs-137 は 10 Bq L-1

未満であり、堆積有機物が放射性セシウムの多くを
捕捉したと考えられる（図 121-12）。

一部の試料についてろ過後にも放射性セシウム濃
度を測定した。事故後最初に採取した林内雨では溶
存態（0.45 μ m フィルター通過）の割合が約 10 割
であった。その後夏季に採取した高濃度試料では溶
存態は約 1 割で懸濁態が卓越していた。堆積有機物
層通過水では、事故後最初に採取した試料の溶存態
の割合は約 3 割、夏季の試料では約 1 割であった。

2011 年 3 月から 6 月に採取した深度 30cm の鉱
質土壌層通過水については、Cs-137 は全て検出下
限（1 Bq L-1）未満であった。放射性セシウムの大
部分が土壌粒子に捕捉され、水とともに移動しにく
い形態になったと考えられる。堆積有機物層通過水
の放射性セシウム濃度は、2011 年及び 2012 年のい
ずれにおいても夏季に上昇する傾向が認められた。

エ　考　察
カラム実験では、堆積有機物からの放射性セシウ

ム溶出率はスギ林試料、落葉広葉樹林試料ともに 1 
％であった。このことは、多田野試験林の堆積有機
物に捕捉されている放射性セシウムは、少なくとも
2011 年 8 月の時点では、水に溶けにくい形態で存
在していたことを示している。落葉広葉樹林試料の
8 ～ 9 月の実験では、2 ～ 3 月の実験時より多くの
放射性セシウムが溶出した。この違いをもたらした
要因として、実験時の温度が考えられる。8 ～ 9 月
の実験時には、2 ～ 3 月より堆積有機物の分解が早
く進み、水とともに移動可能な放射性セシウムがよ
り多く生じたと推定される。ろ過後にも放射性セシ
ウム濃度がほとんど変わらなかったことから、8 ～
9 月には堆積有機物試料の分解により溶存態の放射
性セシウムが生じたと考えられる。以上のようにカ
ラム実験からは、堆積有機物に存在する放射性セシ
ウムは水に溶けにくい形態であり、分解により溶存

態の放射性セシウムが生じることが示唆された。た
だし、実験に用いた堆積有機物試料は一度風乾状態
にしており、自然状態とは微生物組成が異なると考
えられるため、結果の応用の際には注意が必要であ
る。

多田野試験林におけるライシメータ観測において
も、堆積有機物層通過水中の放射性セシウム濃度は、
気温が上昇し有機物分解が活発になる夏季に上昇す
る傾向が認められた。カラム実験とは異なり、現地
で採取した高濃度試料には懸濁物が多く、ろ過によ
り放射性セシウムが大部分除去された。桂試験地の
2011 年の堆積有機物層通過水でも、夏季に高濃度
になった試料では懸濁態の寄与が大きかった。本課
題では全ての試料についてろ過前後の測定を行って
はいないため、これ以上の解析は困難だが、系外へ
の流出、系内での樹木への移行を念頭におくとき、
溶存態と懸濁態を区別して解析することが今後必要
である。

共存イオンや溶存有機炭素との関係は、多田野の
落葉広葉樹林の堆積有機物層通過水でアンモニウム
イオンや溶存有機炭素濃度との関係がわずかに認め
られたが、スギ林ではほとんど関係が認められず、
全体として不明瞭であった。チェルノブイリ事故か
ら 3 年後に開始されたドイツにおける森林の調査事
例では、表層部の土壌水中の放射性セシウム濃度と
溶存有機炭素濃度との間に正の相関が認められてお
り、有機物分解よる放射性セシウムの放出が推定さ
れている 4）。多田野試験林においては、2012 年の
時点では、対象としたスギヒノキ林、落葉広葉樹林
のいずれにおいても事故由来の放射性セシウムがま
だ系の物質循環に組み込まれる初期段階にあるた
め、同族元素で挙動が近いと言われるカリウムとも
挙動が異なっていると推察される。今後、放射性セ
シウムの一部は系の物質循環に組み込まれていくこ
とが予想され、引き続きモニタリングを行い検証す
る必要がある。

福島第一原発事故直後に採取した桂試験地の林内
雨試料の放射性セシウムは、ほぼ 10 割が溶存態で
あった。このことは、事故直後大気中にあった放射
性セシウムは溶存態が主体だったと考えられている
こと 5）と調和的である。この後 6 月までの期間に
おいて、深度 30cm の土壌水では検出下限 1 Bq L-1

を超える放射性セシウムは検出されなかった。この
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こと、及び多田野試験林の B 層土壌を用いたカラ
ム実験結果の結果、多田野試験林のスギヒノキ林及
び落葉広葉樹林の双方においてポーラスプレートで
吸引採取した深度 30cm の土壌水から放射性セシウ
ムが検出されなかった結果を合わせて考えると、事
故直後から現在までの期間において、水と共に地中
に浸入した放射性セシウムは、鉱質土壌中を移動す
る間に土粒子に捕捉され、大部分は水と共に移動し
ない形態になっていると考えられる。

オ　今後の課題
堆積有機物層通過水の放射性セシウム濃度は、夏

季に上昇する傾向があり、特に濃度が高いときに懸
濁物が多く含まれることがあった。今後、堆積有機
物の分解過程と関連づけて観測及び解析を行う必要
がある。また、懸濁態と溶存態を区別した分析及び
解析が必要である。

カ　要　約
福島県郡山市の多田野試験林のスギヒノキ林及び

落葉広葉樹林において、林内雨、堆積有機物層通過
水、鉱質土壌層通過水を採取し、放射性セシウム濃
度を測定した。その結果、堆積有機物層通過水の多
くから放射性セシウムが検出され、夏季には放射性
セシウム濃度が上昇した。夏季に濃度が上昇する主
な原因として、温度上昇のため堆積有機物の分解が
進むことが考えられた。一方、深度 30cm で採取し
た鉱質土壌層通過水の放射性セシウム濃度は、堆積
有機物層通過水で濃度上昇が見られた夏季において
も検出下限未満であった。茨城県城里町の桂試験地
で原発事故直後に採取した鉱質土壌層通過水につい
ても、放射性セシウム濃度は検出下限未満であった。
放射性セシウムは地中に入ると大部分が土壌粒子に
捕捉され、水とともに移動しにくい形態になったた
めと考えられる。
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２　森林から流出する放射性物質の変動特性の分
析
ア　研究目的
福島第一原子力発電所の事故により大量の放射性

物質が放出され、森林では主に樹冠や堆積有機物に
沈着した。沈着した放射性物質は今後、森林におけ
る物質循環プロセスを介して再移動すると考えられ
る。半減期約 30 年と影響が大きい核種と考えられ
るセシウムについては、土壌に吸着しやすい傾向が
あり、その一部が渓流を通じて森林外へ流出するこ
とが予想される。一方で、農村に近い森林からの流
出水は生活用水や農業用水などに利用されてきた。
森林から流出する水の飲料や用水などの原水として
の安全性や森林からの放射性物質の拡散防止を検討
する際の基礎情報とするため、渓流を通じて森林外
へ流出する放射性物質の挙動を把握する必要があ
る。

そこで本課題では、福島県等の放射性物質が降下
した森林において流域試験地を設定し、雨量・流量
の観測を行うとともに、渓流水、浮遊土砂を採取し
て、それらの放射線量を測定し、セシウムを中心と
する放射性物質が降雨量、降雨強度、季節などによっ
てどのように流出するか明らかにする。

イ　研究方法
福島県郡山市の福島県林業研究センター多田野試

験林のスギ谷（流域面積は 1.2ha、植生は落葉広葉樹・
アカマツ・スギ及びヒノキ人工林、地質は砂岩及び
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凝灰岩）（写真 122-1）、及び茨城県城里町の桂試験
地（流域面積は 59.9ha、植生はスギ人工林・落葉広
葉樹、地質は堆積岩）において、雨量、流量の観測（写
真 122-2）を行うとともに、出水時の渓流水を自動
採水器（ISCO 製 Model6712）を用いて１時間間隔
で採水（2L）した。放射性セシウム（Cs）濃度は
渓流水を無処理のままマリネリ容器（容積 2L）に
入れて、ガンマ線スペクトロメトリ法（ORTEC 製
GEM40）（測定時間7200秒～2日、検出下限0.3～0.03 
Bq L-1）で測定した。その後、孔径 0.7 μ m のガラ
ス繊維ろ紙を用いて懸濁物質濃度（以降、SS と記す）
を定法に従い測定した。一部のろ紙は電気炉（550℃、
1 時間）に投入し強熱減量を測定した。平水時の渓
流水は概ね月 2 回の頻度で 10L 採水し、ガラス繊
維ろ紙でろ過した後、セシウムを選択的に捕捉する
フィルター（住友 3M エムポアラドディスクセシウ
ム）に通水し、フィルターを上記の装置（測定時間
50000 秒、検出下限 0.003 Bq L-1）で測定した。

また、より広域の実態を把握するため、震災翌年
の融雪期（2012 年 3 月～４月）に、多田野試験林
に隣接するため池上流の森林を含め、福島県内 6 か
所の森林（飯舘、伊達、二本松、広野、郡山、会
津若松）を流れる渓流で定時採水（1 日 1 回 14 時）
を行い、放射性セシウム濃度を測定した。このうち
3 か所（飯舘、伊達、二本松）では梅雨期（同年 5
月～ 7 月）にも定時採水を継続した。更に、このう
ち 2 か所（飯舘、伊達）では 8 月以降も定時採水を
行うとともに、降雨時の採水（１時間毎）を行い、
増水中の放射性セシウム濃度の変化を調べた。

また、水田等の農業用水として利用されているた

め池の流入水の放射性セシウム濃度を観測するた
め、多田野試験林に隣接する農業用貯水池に流入す
る渓流水を 2012 年 3 月 1 日から 4 月 30 日まで毎日
14 時に定期的に採水（2L）し、マリネリ容器（容
積 2L）に入れて、ガンマ線スペクトロメトリ法（測
定時間 3600 秒、検出下限 0.5 Bq L-1）で測定した。

更に、放射性物質濃度と濁度との関係を解析する
ため、自動採水装置に据付可能な濁度センサー（FTS
製 DTS-12）を多田野試験林のスギ谷に設置し、10
分間隔で濁度を自動記録した。実測した放射性セシ
ウム濃度と濁度センサーによる計測値との関係を解
析し、濁度センサー計測値及び流量データより放射
性セシウムの流出量を推定した。

ウ　研究結果
2012 年 6 月 20 日～ 2013 年 3 月 15 日に採水され

た平水時の渓流水（13 サンプル）の Cs-137 濃度は
6 月～ 8 月に高く（0.019 ～ 0.028 Bq L-1）、その後、
次第に低くなり、12 月と 1 月は検出下限（0.003 Bq 
L-1）以下であった（図 122-1）。2 月（0.003 Bq L-1）、
3 月（0.007 Bq L-1）は極低濃度ながら放射性セシウ
ムが検出され、Cs-137 濃度は上昇の兆候がみられ
た。

2012 年 3 月 23 日、3 月 31 日、5 月 3 日、5 月 28
日、6 月 19 日、7 月 30 日、9 月 2 日、9 月 30 日、
12 月 4 日の 9 出水（総雨量 10 ～ 168mm）で採集
した。このうち 6 月 19 ～ 20 日の台風に伴う総雨量
168mm、最大降雨強度 34mm h-1 の降雨は 2012 年
で最大の降雨イベントであった。最大降雨強度（6
月 20 日 0:00 ～ 1:00）発生時に採水されたサンプル

写真 122-1　多田野試験林 写真 122-2　流量観測施設
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図 122-1　多田野試験林スギ谷における平水時の渓流水の Cs-137 濃度
注）Cs-137 濃度が不検出の場合、濃度を 0 Bq L-1 としてプロットしている

（0:26 採水）で Cs-137 濃度が 2.4 Bq L-1 と最大値を
示した（図 122-2）。流量逓減過程になると Cs-137
濃度は急速に低下した。放射性セシウムが検出され
た全てのサンプルをろ過後、再測定した結果、いず
れも放射性セシウム濃度は大幅に低下した。SS 濃
度は流量増加過程で高く、流量ピーク時に最高濃度
に達し、流量逓減過程では急速に低下した。SS 中
の有機態の割合は概ね 40％くらいであったが、出
水時は平水時に比べて有機態の割合が低い傾向もみ
られた。

桂試験地では、2012 年 6 月 19 日の出水時（総雨
量 119mm）のピーク流量付近で Cs-137 が検出（0.13 
Bq L-1）された以外では不検出であった。

また、多田野試験林に隣接する貯水池に流入する
渓流水で、放射性セシウムは検出されなかった。

更に、9 出水で採集された 51 サンプルの結果を
用いて解析した結果、濁度と Cs-137 濃度との関係
は相関が高かった（R2=0.870、p<0.001）（図 122-
3）。

また、福島県内 6 か所で行った定時採水では、降
水により増水したとみられる日に採取した試料の一
部（3 ～ 4 月：342 試料中 9 試料、5 ～ 7 月：264 試
料中 4 試料、8 ～ 10 月：175 試料中 6 試料）から、
1 Bq L-1 を越える濃度の放射性セシウムが検出され
た（図 122-4）2），3），4）。一方、降雨時の採水では、7
回の降雨で採取された計 168 試料中 24 試料から 1.1
～ 48.5 Bq L-1（Cs-134 と Cs-137 の合計）の放射性
セシウムが検出され、渓流の増水時に放射性セシウ
ム濃度が一時的に上昇したことを示していた 4）。定
時採水の試料を含め、放射性セシウムが検出された
渓流水には懸濁物質が見られたため、濾過して再度
測定したところ、降雨時に採取した 2 試料の濾液か
ら 1.1 ～ 1.2 Bq L-1 の放射性セシウムが検出された
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図 122-2 　多田野試験林スギ谷における 2012 年 6 月
19 ～ 20 日（総雨量 168 mm、最大降雨強度
34 mm h-1）の出水時の雨量、流量、Cs-137
濃度、溶存態 Cs-137 の割合、SS 中の有機態
の割合の変化
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図 122-3　濁度と Cs-137 濃度の関係

が、大部分は不検出となった。

エ　考　察
微量ではあるが、平水時の渓流水に溶存態の放射

性セシウムが確認された。また、Cs-137 濃度はお
よそ夏に高く、冬に低い傾向が示唆された。

放射性セシウムの大部分は出水時の流量増加過程
において懸濁態として流出していた。2012 年で最
大の出水に伴う Cs-134・Cs-137 の合計流出量は約
114 Bq m-2 で、これは現地の Cs-134・Cs-137 合計
沈着量約 134 kBq m-2（文科省航空機モニタリング
2011 年 10 月 13 日 の 測 定 結 果 約 149 kBq m-2 を
2012 年 6 月 19 日に変換）の 0.09％に相当した。
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図 122-4　福島県内 6 か所の採水地点の位置（右上）と定時採水の結果（左下）
注）左下図の黒色の棒は 1Bq L-1 以上の放射性セシウムが検出された試料の濃度

（Cs-134 と Cs-137 の合計）、灰色の部分は欠測を示す。

出水
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図 122-5　出水・平水の Cs-137 の流出割合
（出水時を日雨量 5mm day-1 以上の日とした場合の推
定値）

濁度と Cs-137 濃度の関係は高い相関が認められ
た。この関係を使って観測期間中（2012 年 3 月 20
日～ 2013 年 3 月 14 日の 360 日間）の Cs-137 流出
量を算定したところ、199 Bq m-2 となった。年間（365
日）に換算すると 202 Bq m-2 である。年間の Cs-
137 流出量は現地の Cs-137 沈着量約 80 kBq m-2（文
科省航空機モニタリング 2011 年 10 月 13 日の測定
結果）の 0.3％未満であった。出水時を日雨量 5mm 
day-1 以上の日とすると、Cs-137 は 90％が出水時に
流出した（図 122-5）。以上のように、出水に伴う放
射性セシウムの流出は多いが、単位面積あたりでみ
ると総沈着量に対して森林から流出する放射性セシ
ウムは非常に少なく、既往の報告 1）と同じ傾向で
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あることを明らかにした。

オ　今後の課題
多田野試験林では、雨量、流量の観測を継続し、

放射性セシウムの流出特性を明らかにするととも
に、出水時や平水時の放射性セシウムの存在形態に
ついて明らかにしていく必要がある。

カ　要　約
平 水 時 の 渓 流 水 の 溶 存 態 Cs-137 は お よ そ

夏 に 高 く、 冬 に 低 い と い う 季 節 変 動 の 兆 候 が
認 め ら れ た。 放 射 性 セ シ ウ ム は 主 と し て 出 水
時 に 懸 濁 態 と し て 流 出 し て い た。2012 年 の 最
大 の 出 水 で も 1 回 の 出 水 に 伴 う Cs-134・Cs-
137の合計流出量は現地の沈着量の0.09％であった。
濁度より Cs-137 の年間流出量を推定したところ、
約 200 Bq m-2 yr-1 となった。これは現地の沈着量の
0.3％未満であった。単位面積あたりでは森林から
渓流水を通じて流出する放射性セシウムは少ないこ
とが支持された。

キ　引用文献
1）IAEA（2006）. Environmental Consequences of 
the Chernobyl Accident and their Remediation: 
Twenty Years of Experience. Reports of the 
Chernobyl Forum Experts Group ‘Environment’. 
Radiological Assessment Reports Series（2006）．

2）森林総合研究所（2012）．融雪期における渓流
水中の放射性物質の観測結果．プレスリリース．
2012 年 6 月 12 日．

3）森林総合研究所（2012）．梅雨期における渓流
水中の放射性物質の観測結果．プレスリリース．
2012 年 9 月 21 日．

4）森林総合研究所（2012）8 ～ 10 月における渓
流水中の放射性物質の観測結果．プレスリリース．
2012 年 12 月 20 日．

研究担当者（玉井幸治 *、篠宮佳樹 *、坪山良夫 *）

３　堆砂の放射線量を指標とした放射性物質の流
出の把握
ア　研究目的
原発事故によって降下した放射性セシウムの多く

は現在でも山地流域内に留まっており、今後は山地
流域からの流出土砂とともに、徐々に下流へ流出す
ると考えられる。このような土砂移動に伴う放射性
物質の流出の実態を把握することは、下流域の生活
や産業にとって非常に重要な意味を持つ。

砂防ダムなどの防災施設の背後に連続的に堆積し
た土砂は、過去の放射性物質の流出過程を記録して
いる。このような堆砂は容易に採取可能であり、放
射性物質の移動状況を、広域わたって効率的に把握
する上で、良好な分析材料となりうる。そこで、本
課題では堆砂の放射線量を指標にして、放射性物質
の流出状況を把握する手法の開発を行う。

イ　研究方法
福島県内の伊達市月舘、二本松市、川内村の 3 か

所の砂防ダム背後で最近の洪水によって堆積した堆
砂（表 123-1）を定期的に採取した。一部の流域で
は皿形のトラップを設置して、最新の堆積土砂のみ
を選択的に採取した。土砂の堆積時期は近傍のアメ
ダス雨量データから推定した。

採取した土砂は乾燥後 2mm 以上の粗大物を除去
し U8 容器に詰めてガンマ線スペクトロメトリ法

（ORTEC 製 GEM40）を用いて放射性セシウム濃度
を計測した。

放射性セシウムに汚染された土砂が、どのように
移動しているのかを明らかにするために、河川空間
内の地表付近の放射線量を計測した。地面付近の放
射線量を選択的に計測するために、地面に置いた鉛
コリメータの中心にサーベイメーター（日立アロカ
製エネルギー補償形γ線用シンチレーションサーベ
イメータ）のセンサー部を差し込み、河道を横断す
る測線に沿って地表部の線量率を計測した。

ウ　研究結果
全体として原発事故後の洪水で堆積した有機質な

泥分で放射線量が高い傾向が見られた。特に 2011
年 9 月 21 日の豪雨時に堆積したと考えられる泥質
な土砂は放射性セシウムの濃度が極めて高く（図
123-1）は、2011 年秋の洪水によって放射性物質の
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濃度が高い堆積物が堆積したと考えられた（図 123-
2）。3 か所の観測点の土砂の放射線量の時間変化を
見る限り、堆積土砂の放射性物質濃度の顕著な低下
は認めらなかった。河川空間の中でも地表付近の空
間線量率がとくに高い場所は、洪水時に有機分を含
む泥が堆積しやすい後背湿地（図 123-3 の地点 5、6）
であることがわかった。一方、常時流水がみられる
河道付近（図 123-3 の地点 4）では空間線量率は後
背湿地よりも低かった（図 123-3）。

エ　考　察
河道周辺の空中線量の分布（図 123-3）から推定

すると、放射性セシウム濃度が高い土砂の多くは、
原発事故後に河道近傍に堆積した泥質堆積物に固定
されていると考えられる。放射性物質の流出は、山
地斜面からの土砂だけで無く、このような河道近傍
の貯留土砂が河川によって浸食され、再移動する
形でも起こりうる。図 123-2 を見る限り、1 万 Bq 
Kg-1 オーダーの土砂の流出は 2012 年の時点でも続
いており、今後も顕著な出水時には、放射性セシウ
ム濃度が高い土砂の流出が起こりうると考えられ
る。

オ　今後の課題
現在でも続く放射性物質の流出が今後どうなるの

かを予測するためには、放射性物質の起源（斜面か
ら発生しているのか、河道付近から発生しているの
か等）と量比を詳しく分析して、土砂収支的な観点

地域名 
面積

（ha) 
採取地点緯度 採取地点経度

平均傾斜

（度） 

平均沈着量 

(Bq m-2) 

月舘 303.8 37°43′12″ 140°39′17″ 21.3 619,322 

二本松 152.7 37°35′49″ 140°36′34″ 22.8 533,068 

川内 1048.5 37°17′03″ 140°49′38″ 17.8 870,280 

平均沈着量は文部科学省（電子国土版分布マップ）による放射性 Cs の沈着量。

表 123-1　土砂試料採取地点の位置と背後流域の諸元

図 123-1　2011 年 9 月の洪水堆積物の層相と放射線量

図 123-2 　砂防ダムの堆砂の放射性セシウム濃度の時
間変動

二本松と川内の一部の試料は河床にトラップを設置し
て採取した．

から土砂移動の実態やメカニズムを考える必要があ
る。

カ　要　約
福島県内 3 か所の砂防ダム背後の堆砂の放射線量

を計測したところ、河道付近における放射性物質の
移動は現在でも洪水のたびに続いていると推定され
た。地形との関係をみると、有機質な泥を多く含む
土砂が堆積しやすい場所で、地表付近の放射線量が
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とくに高い傾向が見られた。

図 123-3　川内における地形と地表部の空間線量率との対応関係

研究担当者：（大丸裕武 *、村上亘（水土保全研
究領域）、多田泰之（関西支所））
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第２編　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発

第１章　農業用施設、畔畦、農道等の除染技術の開発

１　除染作業時の健康障害防止のための作業環境
要因の分析と評価
ア　研究目的
本プロジェクトで開発される各種除染技術を実用

的なものにするため、粉じんによる内部被ばくを低
減し、作業者の安全を確保する。そのため、粉じん
等作業環境要因の分析・評価を行い、除染作業にお
ける放射線障害防止のための被ばく管理や、効率的
な作業体系の構築に必要とされる情報を提示し、よ
り安全な体系化技術の開発を支援する。

イ　研究方法
（ア）除染電離則（東日本大震災により生じた放

射性物質により汚染された土壌等を除染するための
業務等に係る電離放射線障害防止規則）に則った粉
じん測定法について検討を行う。
（イ）農地周辺除染を実施する現地（福島県相馬

郡飯舘村伊丹沢）が積雪状態にあり、粉じんの発生
が極めて少ない状況にあるため、現地圃場で採取し
た雑草や表面土壌の放射性セシウム濃度と、模擬試
験により測定した粉じん濃度を用いて除染作業時の
内部被ばく量の推定を行う。

ウ　研究結果
（ア）粉じん測定法に関する検討
除染電離則に定められた粉じんは、これまで労

働衛生の分野で広く用いられた吸入性の粉じん
（PM4:4 μ m50％ cut）ではなく、内部被ばくを対
象に考えた総粉じんに近い、気中から鼻孔や口を
通って吸引されるインハラブル粉じん（吸引性粉じ
ん、100 μ m、50％ cut）を対象としている（繊毛
のある気管より上部に沈着した粒子は、消化器へ
移動する可能性が大きいと考えられるため）。ここ
で、粉じんフィルタの分粒特性を示す 50％ cut は、
吸入性粉じん（PM4）では径が 4 μ m 以上の粒子
を、吸引性粉じんでは、径が 100 μ m 以上の粒子
を 50％以上カットすることを意味する。

除染電離則では、高濃度粉じん作業の基準値を
10mg/m3、高濃度汚染物質の基準値を 500,000Bq/
kg とし、表 211-1 から表 211-3 のような対応を定め
ている。

また、除染電離則では作業場の粉じん測定と高濃
度粉じん作業の判定を以下の手順で行うことが定め
られている。

①高濃度粉じん作業の判定は、作業者の近傍（風
下）で、作業中に 2 ～ 3 分間、デジタル粉じん
計を用いて相対濃度（cpm）を測定する。

②相対濃度値が最も高い作業場で、作業者の作業
に支障を来さない程度に近い所に、デジタル粉
じん計とインハラブル粉じん濃度測定器を並行
に設置し、10 分以上の継続した時間で測定し
質量濃度変換係数（K 値）を求める。

高濃度土壌等
（50万Bq/kgを超える）

高濃度土壌等以外
（50万Bq/kg以下）

高濃度粉じん作業

（10 mg/m3を超える）

 3月に1回の内部被ばく測
定を行う

スクリーニングを実施する

上記以外の作業

（10 mg/m3以下）
 スクリーニングを実施する

突発的に高い粉じんにばく
露された場合、スクリーニン
グを実施する

１）　1日の作業終了時、防じんマスクに付着した放射性物質の表面密度を放射線測定器で測定
     する。基準値は10,000cpm

２）　1日の作業終了時、鼻腔内に付着した放射性物質を測定する(鼻スミアテスト）。

スクリーニングは以下のいずれかの方法で実施する。基準の目安は1mSv／3月

表 211-1　除染電離則における高濃度汚染・粉じん作業基準と対応１



表211・2 除染電離則における高濃度汚染 ・粉じん作業基準と対応2

高濃度土壌等 高濃度土壌等以外
(50万Bq/kgを超える） (50万Bq／旬以下）

長袖の衣服の上に全身化学防
高濃度粉じん作業 護服（停l］：密閉形タイベックスー 長袖の衣服、綿手袋、ゴム
(10 mg/m3を超える） ツ）、ゴム手袋（綿手袋と二重）、長靴

ゴム長靴

上記以外の作業 長袖の衣服、ゴム手袋（綿手袋 長袖の衣服、綿手袋、ゴム
(10 mg/m3以下） と二重）、ゴム長靴 長靴

1）身体を汚染や、汚染の拡大を防止するためには作業に応じた保護衣等を、必ず着用する。

2）手袋は外さない。汚染した手袋で顔や身体に触れない。
3）作業の性質上、ゴム長靴を使用することが困難な場合は、靴の上をビニールにより養生する等の
措置をする。

表211-3 除染電離則における高濃度汚染 ・粉じん作業基準と対応3

I笥濃度土壌等 局濃度土壌等以外
(50万Bq/kgを超える） (50万Bq／旬以下）

高濃度粉じん作業 捕集効率95%以上（DS2規格、
捕集効率80%以上

(10 mg/m3を超える） N95規格）

よ記以外の作業
捕集効率80%以上 捕集効率80%以上注1)

(10mg/m3以下）

注1）草木や腐葉土の取扱等作業の場合は、不織布製マスク等の着用も可

使い捨て防じんマスクの規格
7メリカ日本

N99 DS3 粒子を99.9%以上カット
N95 DS2 粒子を95%以上力ッ卜
NBO DS1 粒子を80%以上カット

1 ）作業環境に応じ、基準に適合した物を用い、顔にすき間無くピッタリ装着する。
2）使用したマスクは適切に廃棄し、作業ごとに交換する。

③②で求めた質量濃度変換係数を用い、①の相対

濃度測定値から粉じん濃度（mg/m3）を算定

し、最も高い値が高濃度粉じん作業の基準値

10mg/m3を超えているかどうか判定する。

質量濃度変換係数（K値）は以下の式で求める。

質量濃度変換係数（mg/m3/cpm)＝粉じん濃度

(mg/m3）ー相対濃度（cpm)

「ずい道等建設工事における粉じん対策に関する

ガイドライン（労働基準局）」に定められた K値は、

0.002 (mg/m3/cpm : LD5）である。

除染作業時の K値については、事故由来廃棄物

等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のた

めのガイドライン（2013年 4月 12日付け基発0412

第 2号）で 0.15mg/m3/cpmという高い値が公表さ

れた。また、この係数について以下の留意点が示さ

れている。

－この係数は、限られた測定結果に基づき設定さ

れたものであり、今後の研究の進展により、適

宜見直しを行う必要があるものであること。

－本係数は、光散乱方式のデジタル粉じん計であ

るLD-5及びLD-6に適用することが想定されて

いること。

表土除去の模擬作業は高濃度粉じん状態を想定

し、降雨の影響を排除して乾燥状態を再現できる中

央農業総合研究センターの移動屋根付き圃場（lOm

×50m）と水田 (lOm×50m）で行った。供試機

は市販のキャビン付 トラクタ（72.lkW）、キャビン

無しトラクタ（45.6kW）、作業機はパワーハロー、

リアプレード、フロン トローダ、小型のノTックホー

（キャビン無し）と農用運搬車で、砕土、表土除去、

集土、フレキシブルコンテナパックへの収納までの

作業を行った。それぞれの作業は 10～ 20分行い、
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写真211-1 粉じん測定装置

写真 211・2 キャビン内粉じん測定

写真211-3 乾いた畑地の除染模擬作業 写真211-4 水田の除染模擬作業

表 211-4 除染模擬作業時の粉じん濃度

作業機
粉じん濃度（mg/m3)

条件
圃場

パワーハロー 18. 70 

リアプレード 0. 42 

フロン トローダ 0. 83 

パワーハロー 0. 17 

リアプレード 0. 20 

フロン トローダ 0. 12 

その聞の粉じん濃度を測定した。

粉じん濃度の測定は、除染電離則のガイドライン

に則り、オベレータの近傍にデジタル粉じん計（柴

田科学 DL-5：光散乱式）を設置し、2～ 10秒間隔

で相対粉じん濃度を記録した。また、ローボリュー

ムサンプラ（柴田科学 LV-40BR+A型ホルダー）

による並行測定を行った（写真 211-1、2）。

模擬作業時の粉じん濃度を写真 211-3、4、表

キャビン内

0. 17 乾いた畑

0. 21 平均風速

0. 14 1. 5m/ s 

0. 05 少し湿った田

0. 05 平均風速

0. 10 1. 3m/ s 

211-4に示す。 乾いた畑地では 0.42～ 18.70mg/m3

と除染電離則の高濃度粉じん状態（10mg/m3）を

超える値となった。水田では 0.1～ 0.2mg/m3と、

除染電離則の高濃度粉じん状態（10mg/m3）を大

きく下回る値となっていた。

（イ）内部被ばく線量の推定

農地周辺除染の現地 （飯舘村伊丹沢地区）で採取

した雑草や表面土壌の放射性セシウム濃度（「7農

- 33-
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地周辺の除染技術体系の開発」において生研セン
ターが測定した値）と、想定粉じん濃度、作業時呼
気量、装着防護具等を加味して年間内部被ばく線量

（放射性セシウム摂取量）を推定した。
推定条件は、作業者の呼気量を 0.03m3/ 分、粉じ

ん濃度を 1、5、10mg/m3 とし、装着防護具をマス
ク着用（捕集効率 60％）、市販のキャビン付きトラ
クタ利用（粉じん濃度は 1/20 に減少）、マスク及び
キャビン無し、とした。また、1 日の作業時間は 8
時間、週 5 日で年間 52 週とした。

推定結果は、表 211-5 のように除染電離則の高濃
度汚染・粉じん作業の 10mg/m3、500,000Bq/kg の年
間摂取量 18,700Bq に対し、現地で最も放射性セシウ
ム濃度が高かった法面の除染作業をキャビン付トラ
クタで行う場合、粉じん濃度を 5mg/m3 とすると年
間摂取量は 448Bq となり、最も濃度の低い排水路の
土砂掬い上げ作業では、粉じん濃度を 1mg/m3 とす
ると摂取量は年間 9Bq と非常に小さい値となった。

エ　考　察
（ア）除染電離則で定める吸引性粉じんは吸入性

粉じんに比べ4～10倍程度の値となっていた。また、
極端な乾燥状態の畑地における表土除去作業では除
染電離則の高濃度粉じん基準値 10mg/m3 を超える
ケースもあったが、通常の水田では 0.12 ～ 0.20mg/
m3 と、粉じんの発生は少なくなっていた。極端に
乾燥した農地以外では除染電離則で定める高濃度粉
じん作業に該当するケースは少ないと考えられる
が、除染電離則では乾いた土を除染する際、散水（作
業場の外に散水が流出しないように霧状にして）が
義務付けられているので、現地で除染を行う場合は
状況に応じた対応が必要である。
（イ）現地圃場の雑草や表面土壌の放射性セシウ

ム濃度の分析結果を用い、各種条件で除染作業時の
内部被ばく量の推定を行った結果、除染電離則の高
濃度汚染・粉じん作業基準値の 1/40 ～ 1/2,000 と
非常に小さい値となった。特に、キャビン付きトラ
クタの効果が大きく、除染作業はキャビン付きトラ
クタで行う必要がある。

オ　今後の課題
（ア）トラクタ等移動農機の近傍の粉じん濃度測

500,000 10 18,720 18,720 18,720

法　面 43,266 1 162 65 8

畦　畔 92,173 1 345 138 17

用水路 51,760 1 194 78 10

排水路 49,140 1 184 74 9

農　道 289,457 1 1,084 433 54

法　面 43,266 5 810 324 40

畦　畔 92,173 5 1,725 690 86

用水路 51,760 5 969 388 48

排水路 49,140 5 920 368 46

農　道 289,457 5 5,419 2,167 271

法　面 43,266 10 1,620 648 81

畦　畔 92,173 10 3,451 1,380 173

用水路 51,760 10 1,938 775 97

排水路 49,140 10 1,840 736 92

農　道 289,457 10 10,837 4,335 542

法　面 478,400 1 1,791 716 90

法　面 478,400 5 8,956 3,582 448

法　面 478,400 10 17,911 7,165 896

標準キャビン内
年間摂取量

（Bq)

除染電離則高濃度汚染・粉じん作業

土　壌

雑　草

物　質 場　所

放射性
Cs134+Cs137

濃度
(Bq/kg)

粉じん濃度

(mg/m3)

マスク、
キャビン無し
年間摂取量

(Bq)

マスク装着時
年間摂取量

（Bq)

※土壌、雑草の放射性 Cs134 ＋ Cs137 濃度（乾物）は生研センターの調査結果

表 211-5　内部被ばく量の推定値
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定する場合、粉じん計を圃場に固定して測定する従
来の定点法では、粉じん計の側を作業機が通過する
時だけ粉じん濃度が高くなり、連続的にトラクタ近
傍の粉じん濃度を測定することはできない。そのた
め、トラクタに粉じん計を載せて計測を行うなど、
測定法の検討が必要である。
（イ）現地圃場の積雪のため、農地周辺除染作業

の粉じん測定を実施することができなかったので、
福島県現地での実証試験でデータの収集を行う。

カ　要　約
（ア）農地周辺の除染を安全で効率的に行うため

の技術開発に必要な情報を提示し、より安全な体系
化技術の開発を支援する目的で、除染電離則で定め
られた粉じん測定法の検討と高濃度粉じん状態を再
現した除染模擬作業を行った。その結果、極端に乾
燥した農地以外では除染電離則で定める高濃度粉じ
ん作業に該当するケースは少ないことを明らかにし
た。
（イ）現地（飯舘村伊丹沢）が年度末まで積雪状

態が続き、粉じんの発生が極めて少ない状況にあっ
たため、現地圃場で採取した雑草や表面土壌の放射
性セシウム濃度データを用い、各種条件で除染作業
時の内部被ばく量を推定した。その結果、キャビ
ン付きトラクタで作業を行う場合の内部被ばく量
は、除染電離則の高濃度汚染・粉じん作業基準値の
1/40 ～ 1/2,000 と非常に小さい値となることを明ら
かにした。

キ　引用文献
1）「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防
止のためのガイドライン」（2012 年 7 月　厚生労
働省）
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/
roudou/gyousei/anzen/dl/120118-01.pdf

2）「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者
の放射線障害防止のためのガイドライン」（2013
年 4 月　厚生労働省） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/ 
2r9852000002znfo-att/temp3.pdf

研究担当者（小林　恭）

２　畦畔表土削り取り機の開発
ア　研究目的
畦畔に蓄積した放射性物質からの外部被ばくを防

ぎ、降雨等の地表流下水による畦畔からの放射性物
質の流入を防止して、被災地での迅速な営農再開を
図る必要がある。そのため、畦畔表土を省力的にか
つ安全に削り取る技術を開発する。具体的には、盛
土の畦畔を対象とし、畦畔の上面及び側面の表土を
厚さ 5cm 以下で削り取る畦畔表土削り取り機を開
発する。

イ　研究方法
（ア）キャビン付トラクタの作業機とし、市販の

３点リンク直装の畦塗り機を改造して畦畔の上面及
び側面の２面を同時に表土 0 ～ 5㎝の範囲を効率的
に削り取る畦畔表土削り取り機を試作する。畦畔表
土削り取り機に求められる性能は、①高い除染効果
を確保し汚染排土量削減のために、表土削り取り深
さを高い精度で管理できること、②作業時間の短縮
目的に上面及び側面の２面の表層の削り取りを一工
程で行い、排土も列を形成して集土しやすくするこ
と、③畦畔は圃場所有権の境界線でかつ水管理の砦
であり、削り取り量が多いと崩壊や境界線問題にも
つながる懸念があり、高い精度で最小限の削り取り
量を管理できること、の３点である。
（イ）高い除染効果を確保し、汚染排土量を削減

するため、表土削り取り深さを高い精度で管理でき
る機構を付加するとともに、削り取った排土も列を
形成して集土しやすくする機構を付加する。
（ウ）生物系特定産業技術研究支援センター附属

農場（鴻巣市）の草生畦畔において本機の基本的な
動作を確認するとともに、作業能率、削り取り前後
の表土断面プロファイルを測定する。

ウ　研究結果
（ア）畦畔表土削り取り機の構造
開発した畦畔表土削り取り機は、全長 1850mm、

全幅 1380mm、全高 1200mm 、機体質量 369kg で
あり、37 ～ 44kW のキャビントラクタの 3 点リン
ク直装用作業機である（写真 212-1、表 212-1）。

開発機の右側面図を図 212-1、平面図を図 212-2、
正面図を図 212-3 に示す。本機は傾斜面削土部、上
面削土部、培土部から構成される。トラクタの側方
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に本機をオフセット装着させ、畦畔と平行にトラク
タを走行させて畦畔上面と畦畔側面を同時、または
どちらか片方だけでも削り取る。また、トラクタに
連結する装着フレームは水平方向に回動できるた
め、前進作業で削り取りできない圃場隅部まで後進
作業によって削り取りができる。本機は、高さ 20
～ 35cm、斜面角度 50 ～ 70 度の畦の表土の削り取

りが可能で、削り取り深さは 3 ～ 5cm の範囲を一
工程で削り取り可能である。削り取った表土は、回
収しやすいように畦の裾部の水田圃場面に筋状に盛
土される。削り取り時の表土の飛散を防ぐ事と、削
り取り後の処理を効率的に行うため、飛散防止カ
バー、土寄せ培土機構を採用した。

上 面 削 土 部 で 削 り 取 っ た 畦 畔 の 上 面 の 表 土

写真 212-1　トラクタに装着した畦畔表土削り取り機

表 212-1　畦畔表土削り取り機の主要諸元

図 212-1　畦畔表土削り取り機の右側面図

傾斜面削土部センサーローラ

上面削土部

培土部

全長・全幅・全高（mm） 1850・1380・1200 

機体重量(kg) 369 

装着方法 標準３点リンク直装 １形 

作業速度（km/h） 0.2～0.5 

適応トラクタ馬力（kW） 37～44 



(b位置）

(a位置）

傾斜面削土部

高さ検知部

図212・2 畦畔表土削り取り機の平面図

傾斜面削土部

図212-3 畦畔表土削り取り機の正面図

は、上面削士部の後端部に設置しであるスクレーパ

で畦畔の傾斜面側に掻き落とされる。傾斜面削士部

によって削り取られた表土は畦畔裾部に落とされ、

傾斜面削土と上面削土は最後尾に設けた傾斜面スク

レーパの培土部によって畦畔裾部より移動されて離

され、畦畔と平行に筋状に盛土される。

（イ）削土部の特徴

傾斜面削土部は、畦畔の傾斜面の表土を削り取る

もので、円錐状のベースディスクに 9本の掘削爪を

設けている（図 212-4、5）。 上方部は掘削された表

土の飛散防止用のカバーで覆われている。掘削爪は、

回転軸から放射状に複数設けられていて、回転する

ことで畦畔の傾斜面の表土を削り取るとともに、畦

畔から遠ざかる方向に放損｛〉する。傾斜面削土部は、

ベースディスクに掘削爪を設けたタイプは、草の根

を細かく分離掘削することができ、前方や側方への

-37-
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進めることができた（写真 212-3）。畦長 100m を処
理するのに要する時間は 28 分であり、上面と側面
を合わせた作業幅は 44㎝であることから、作業能
率は 95m2/h であった（表 212-2）。

処理前後の表土断面のプロファイルを図 212-7 に
示す。畦畔の側面と上面を約 5cm の深さで削り取
り、側面及び上面とも仕上がり面は均平であった。
側面の傾斜角度も処理前と変わらなかった。上面と
側面の削り取った表土は畦畔裾野から 10 ～ 40cm
離れて筋状に盛土され、高さは 15㎝であった。

図 212-4　 傾斜面削土部の円錐状ベース
ディスク（側面図）

図 212-5　傾斜面削土部の作動図

図 212-6　上面削り取り深さ感知機構
写真 212-2　上面削取部の削り取り深さ調整シリンダ

表土の飛散が少ない特徴がある。
上面削土部は、傾斜面削土部よりも上方に位置し

て畦畔の上面を回転する掘削爪で削り取る。上面削
土部は傾斜面削土部から独立して上下動することで
畦畔の高さに応じて削り取り深さを調整する。調整
方法は削り取り深さ調整シリンダをトラクタ乗車位
置からの手動操作する方法（写真 212-2）と、上面
削土部前方に設けたセンサーローラの削り取り感知
機構による自動調節がある（図 212-6）。上面の削り
取り深さは、3cm 及び 5cm に設定できる。
（ウ）動作確認結果
生物系特定産業技術研究支援センターの付属農場

で本機の動作確認試験を行った。試験前日に降雪が
あったが、供試する畦と表土断面プロファイルの測
定する場所を除雪して試験を行った。供試した畦は、
高さ 20cm、上面幅は 30cm、畦の側面角度は両サ
イドとも 55 度の台形状の盛土畦である。雑草の草
丈は短いため草刈りはしなかった。

試験では上面の削り取り深さを 5cm に設定し、
畦長 20 ｍ区間の表土を削り取った。トラクタ走行
路面には 3cm 程度の積雪があったが、作業速度は
0.06m/s と一定で、設定した削り取り作業を円滑に 写真 212-3　動作確認試験状況
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エ　考　察
（ア）本機は畦畔の上面及び側面の２面の表土の

削り取りを一工程で行い、排土も列を形成して集土
しやすくしていることから、除染作業の効率化に寄
与すると考えられる。
（イ）圃場所有権の境界線でかつ水管理に重要で

ある畦畔は、削り取り量が多いと崩壊や境界線に関
する諍いにもつながるという懸念がある。本機の削
り取り深さ精度は、畦畔管理の面でニーズに適応で
きると考えられる。

オ　今後の課題
今回の現地圃場条件は凍土であったこと、トラク

タ走行面が不安定であったこと、及び実証面積が小
さかったことなどから削り取った排土の処理を含め
実証試験を重ねる必要がある。

カ　要　約
50 ～ 60 馬力キャビントラクタ用として、３点リ

ンク直装の畦塗り機を改造して畦畔表土削り取り機
を開発した。高さ 20 ～ 35㎝、斜面角度 50 ～ 70 度、
上面幅 0 ～ 30㎝畦畔表層部を 3、5㎝で削り取るこ
とができる。斜面削り取り深さ調整機構、オート深
さ調整機構により、オペレータがトラクタキャビン

内より、畦畔の斜面、上面の削り深さを任意に調整
できる。また、削り取った土壌はフロントローダ等
で集土しやすいように畦畔下部の平坦部に列状に盛
土される。

キ　引用文献
1）戸田　勉・前山達也 （2011）. 畦畔表土削り取り
機の開発 . 農業機械学会誌 .74（4）:265-270.

研究担当者（戸田　勉 *、前山達哉）

３　法面表土削り取り機の開発
ア　研究目的
法面に蓄積した放射性物質からの外部被ばくを防

ぎ、降雨等の地表流下水による法面からの放射性物
質の流入を防止して被災地での迅速な営農再開を図
る必要がある。そのため、法面表土を省力的にかつ
安全に削り取る技術を開発する。具体的には、盛土
の法面を対象とし表土を厚さ 5cm 以下で削り取る
法面表土削り取り機を開発する。

イ　研究方法
（ア）キャビン付トラクタの作業機とし、３点リ

ンク直装のオフセットモア技術を利用して法面の表

供試畦畔 

畦高

さ 

上面

幅 

畦斜

面角

度 

供試

長 
面積 

作業速

度 

作業

幅 

削り取

り深さ

100m2 

当たり 

作業時

間 

作業能

率 

20cm 30cm 55° 20m 10.8m2 0.06m/s 0.44m 5cm 63min 95m2/h 

注） 1.試験場所：農研機構生物系特定産業技術研究支援センター付属農場 

   2.試験日：2012 年 2 月 29 日 

   3.トラクタエンジン回転数：2650rpm 
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の排土列

表 212-2　畦畔表土削り取り機の作業能率

図 212-7　畦畔表土削り取り機による処理前後の表土断面プロファイル
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土 0 ～ 5㎝の範囲を効率的に削り取る法面表土削り
取り機を試作する。
（イ）高い除染効果を確保し汚染排土量削減のた

めに、表土削り取り深さを高い精度で管理できる機
構を付加するとともに、削り取った排土を列に形成
して集土し易くする機構を付加する。
（ウ） 生物系特定産業技術研究支援センター内（大

宮市）の法面において本機の基本的な動作を確認
する。機械条件は、トラクタのエンジン回転数を
2300rpm、PTO 回転数は 350rpm に設定した。

ウ　研究結果
（ア）法面表土削り取り機の構造
開発した法面表土削り取り機は 55 ～ 77kW まで

の外部油圧機構を有するキャビントラクタ 3 点リン
ク直装用の作業機である（写真 213-1）。本機は平行
リンクでトラクタと装着し、掘削部と搬送部から構
成される（図 213-1）。

作業部は上下にも回動可能となっており、作業部
をオフセットさせることにより、トラクタが傾斜面
である法面を走行することなく法面の表土を削り取
る。削り取られた表土は作業部の側方に送られ、集
土しやすいように筋状に盛土される。作業幅は 160
㎝で、機体質量は 460㎏である。削り取り深さは 3
㎝と 5㎝の２段階で、法面の傾斜には上下それぞれ
傾斜度 50 度まで対応可能である（表 213-1）。装着
トラクタの真後ろから進行方向右側の任意の位置に
オフセット可能であり、移動時は作業部をトラクタ

全長・全幅・全高（mm） 2000・2100・1050 

機体重量（kg） 460 

作業幅（mm） 1600 

装着方法 標準３点リンク直装 ２形

作業速度（km/h） 0.2～1.5 

適応トラクタ馬力（kW） 55～77 

図 213-1　法面表土削り取り機の概略図

写真 213-1　トラクタに装着した法面表土削り取り機

表 213-1　畦畔表土削り取り機の主要諸元
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の後方に位置させることで機体幅を狭くできる（図
213-2）。
（イ）削り取り作業部の特徴
削り取り作業部は、掘削爪を設けた掘削部、その

後方に位置して掘削した土壌を側方に搬送するスク
リュコンベアの搬送部、並びに掘削部前方のローラ
から構成されている（図 213-3）。ローラは地表の凹

凸を均すとともに、安定した削り深さを維持するた
めに設けた。掘削爪は通常の耕耘用の爪が基本とな
るが、Ｌ字型の爪形状としフラットな削り取りを可
能とした（図 213-4）。掘削爪は回転軸から放射状
に 95mm ピッチで 17 組設けている。掘削部と搬送
部の間には、削り取られた表土を掬い上げ、搬送部
へ誘導する傾斜面を設けている。搬送部の回転軸外
周面にはスパイラル状のスクリュ羽根が設けられて
おり、掘削されて飛ばされた表土は横移動する（図
213-5）。横移動した表土は搬送部の端部に位置する
排出孔から排出され筋状に盛土される。削り取った
表土の飛散がないように削り取り作業部はフルカ
バー構造にして、作業者、補助者への飛散被曝を最
小限に抑える構造としている。
（ウ）動作確認結果
生物系特定産業技術研究支援センターのテスト

コースの法面で動作確認試験を行った。試験 1 週間
前に刈払機で草刈りを行い、刈り取った草は供試法
面から運び出した。供試した法面は、傾斜度 25 度、
幅 1.4m の草生面であり、刈株高さは 4㎝であった。

試験では削り取り深さを 3cm に設定し、法面長
20 ｍ間の表土を削り取った。トラクタ走行面は比
較的平らな草生地面を走行した。法面はトラクタの
走行面から下向きと上向きをそれぞれ供試したが、
作業速度は 0.11m/s と一定で設定した削り取り作業
を円滑に進めることができた（写真 213-2）。法面
長 100m を処理するのに要する時間は 15 分であり、
ここでは法面幅が本機の作業幅 1.6m より狭い 1.4m
であったことから、作業能率は 554m2/h となった。

削り取り深さは設定 3㎝に対して、原形の法面は
緩い円弧状を示していたため凸の部分を深く削り、
実際の削り取り深さは平均すると 2㎝であった。こ
れは、法面はシバが優先であり、シバの根がマット

移動時 作業時

図 213-2　法面表土削り取り機の作動図

図 213-4　掘削爪

図 213-5　搬送スクリュコンベア

図 213-3　削り取り作業部の断面
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状に張っていたため掘削爪が深く食い込まなかった
からと考えられる（図 213-6）。削り取った排土列は
斜面から 10㎝離れた法面脇に筋状に盛土した。削
り取り土量は 22.5kg/m2 であり、処理後の排土列へ
搬送できず法面上に残った土の残土率は 6％で、表
土搬送率は 94％と精度よく搬送することができた。

エ　考　察
本機は法面の表土を高精度に削り取り、削り取っ

た排土も列を形成して集土し易くしていることから
法面の除染作業の効率化に大きく寄与すると考えら
れる。また、除染作業時間の短縮は、高濃度汚染物
質からの作業者の被曝を最小限に抑える利点を併せ
持っており、安全な除染作業に貢献すると考える。
なお、本機は法面ばかりでなく、水田本地での表土

削り取りにも適用できると考えられる。

オ　今後の課題
今回の現地圃場条件は凍土であったこと、トラク

タ走行面が不安定であったこと、及び実証面積が小
さかったことなどから削り取った排土の処理を含め
実証試験を重ねる必要がある。

カ　要　約
80 馬力キャビントラクタ用として３点リンク直

装のオフセットモアを改造し、草刈り後の法面の表
土を削り取る法面表土削り取り機を開発した。表土
全面を均一に削るために L 字型爪を採用し、駆動
伝達方式はチェーン式を採用した。作業幅は 160㎝
で右上がり 0 ～ 50 度、右下がり 0 ～ 50 度の法面及

供試法面 

法面

幅 

法面

長 

傾斜

度 

刈株 

高さ 
面積 

作業 

速度 

作業

幅 

削り

取り

深さ

削り取り 

土量 

残土

割合

100m2 

当たり 

作業時

間 

作業 

能率 

1.4m 20m 25° 4cm 28m2 0.11m/s 1.4m 2cm 22.5kg/m2 6.0% 11min 554m2/h

注） 1.試験場所：農研機構生物系特定産業技術研究支援センターテストコース周辺、草刈後供試 

2.試験日：2012 年 2 月 28 日

3.トラクタエンジン回転数：2300rpm

写真 213-2　動作確認試験状況（左：走行面から下向き、右：走行面から上向き）

表 213-2　畦畔表土削り取り機の確認試験結果

図 213-6　畦畔表土削り取り機による処理前後の表土断面プロファイル

削り取った後
の排土列
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び平面を深さ 3 ～ 5㎝を削り取ることができる。作
業機の機体右側に最大 140㎝オフセットできる。削
り取った表土は、掘削部後部の搬送部を配置し、表
土をトラクタ側に移動させることができ、集土の効
率化を図ることができる。また、削り取り部はフル
カバーで覆っており、表土の飛散を防いでいる。

キ　引用文献
1）戸田　勉・前山達也 （2011）. 法面表土削り取り
機の開発 . 農業機械学会誌 .74（4）:259-264.

研究担当者（戸田　勉 *、前山達哉）

４　農道表層剥ぎ取り機の開発
ア　研究目的
被災地での迅速な営農再開を図るため、未舗装

農道に蓄積した放射性物質からの外部被ばくを防
ぎ、降雨等の地表流下水による放射性物質の本地土
壌への流入防止が必要である。そのためには、農道
の汚染土壌を省力的にかつ安全に除去する必要があ
る。未舗装農道の汚染土壌は農道の表層に大部分が
存在するため、その表層土壌のみを効率的に正確に
剥ぎ取ることが求められる。しかし、未舗装農道は
小石まじりで硬く踏み固められており、しかも軽ト
ラックなどの走行車両による轍があるうえ路肩は傾
斜しており、従来のロータリ耕うん装置やディスク
ハローなどの畑地用砕土機での表層砕土は困難であ
る。また、ブルドーザ等の重機では排土量が過多に
なる懸念がある。そこで、表層を設定深さまで均一
に破砕し、フロントローダ等で集土して除去する作
業方法を取り上げ、農道の表層を砕土できる農道表
層剥ぎ取り機を開発する。

イ　研究方法
（ア）キャビン付トラクタの作業機とし、未舗装

農道の汚染された表土を効率的に取り除き易くする
ために、表土を均平に砕土する農道表層剥ぎ取り機
を試作する。高い除染効果を確保し汚染排土量削減
のために、汚染濃度の高い農道路肩部を安全に砕土
できる機構を付加する。
（イ） ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社

（岡山市）の試験圃場において本機の基本的な動作
を確認する。機械条件は、トラクタのエンジン回転
数が 2300 ～ 2400rpm、PTO 回転数は 1000rpm に
設定した。

ウ　研究結果
（ア）農道表層剥ぎ取り機の構造
農道表層剥ぎ取り機は、未舗装農道の汚染土壌を

効率的に取り除くため、表土を 0 ～ 5cm 程度砕土
する除染用機械である（写真 214-1）。本機によって
砕土した汚染土壌は、フロントローダ等で集土して
トラックへ直接積み込むかフレコンバックへ詰めて
搬出する。本機はハーフクローラ仕様のトラクタ、
砕土部、破砕部をトラクタに装着するオフセット
ヒッチから構成される（図 214-1、表 214-1）。

砕土部はストーンクラッシャーと呼ばれて市販さ
れている。破砕歯が 30 本取り付いているロータが
土と一緒に撹拌しながら石を粉砕する作業機であ
る。従来、北海道の大規模畑作地帯の石礫破砕に多
く用いられている。ロータは進行方向とは逆に高速
回転するアップカット方式であり、ロータで石礫を
掘り起こし、タングステンカーバイト製の耐久性の
ある粉砕歯と受け歯によって固い岩石を粉砕する

（写真 214-2、図 214-2）。最大径 30cm の石を 3cm

写真 214-1　農道表層剥ぎ取り機



─ 44 ─

程度まで細かく粉砕できる特徴を有している。砕土
部は所要動力が大きく、機体質量は 1850kg、全幅
は 1760㎜とトラクタの全幅 1890㎜より狭い。この
ため、トラクタの車輪より内側の表層を砕土するだ
けであり、汚染濃度の高い路肩部の破砕ができない。
そのため、安全に農道端（路肩）まで作業ができる
ように、トラクタに対して砕土部を中心から右側に
オフセット装着できるオフセットヒッチを開発した

（写真 214-3）。
オフセットヒッチは 4 段階の有段であり、最大

260mm 表土の剥ぎ取り深さは、オフセットヒッチ
のトップリンクの長さと砕土部のソリの角度によっ
て調節する。砕土部を装着するトラクタは、安定し

た駆動力と作業性を必要とするため、75kW 以上の
機関出力が必要である。
（イ）動作確認結果
岡山市で実施した動作確認試験は、未舗装農道に

近い礫混じりの転圧された敷地で行った。供試した
区画は、幅 4 ｍ、長さ 30 ｍであり、草生面であっ
たが雑草の草丈は短かった。

動作確認試験結果を表 214-2 に示す。試験では剥
ぎ取り深さを 5cm に設定し 3 行程で供試区画の全
面を砕土した。作業速度は行程ごとに速度を上げ
0.09、0.11、0.18m/s であったが、砕土を円滑に行
うことができた（写真 214-4）。実剥ぎ取り幅は 3.84
ｍであり、設定幅に対して砕土部は 98％になった。

ソリ

オフセットヒッチ 

砕土部 

トップリンク 

全長・全幅・全高（㎜） 6210・1890・2740 

機体重量（kg） 6290 

作業幅（mm） 1340 

装着規格 JIS２形 

作業速度（km/h） 0.15～30.0 

適応トラクタ馬力（kW） 77 

図 214-1　農道表層剥ぎ取り機の概略図

表 214-1　農道表層剥ぎ取り機の主要諸元

（側面視）             （平面視） 

写真 214-3　オフセットヒッチ（側面視）（平面視）

写真 214-2　砕土部の粉砕歯

図 214-2　砕土部の概略図
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オフセットヒッチがない場合は破砕できない部分が
0.55 ｍも残り、幅 4m の道路では 14％にも達する
が、オフセットヒッチにより砕土されずに残る部分
を 2％に抑えることができた。

作業面積 100 m2 を砕土するのに要する時間は旋
回時間を含めて 18 分であり、作業効率は 76％であっ
た。トラクタ、オフセットヒッチ並びに砕土部を含
めた本機の全長は 6.2 ｍと長いため、1 回当たりの
旋回に 2 分程度かかった。旋回回数が少なくなる作
業計画を立てることにより、作業効率の向上を図る
ことができる。

幅 2m のフロントローダで砕土した土の集土・搬
出した後に測定した実剥ぎ取り深さは 3 ～ 7.5cm で
あり、平均では 5.2cm とほぼ設定厚に剥ぎ取ること
ができた。剥ぎ取り土量は 89㎏ /m2 であり、面積
100 m2 の砕土した土量の集土・搬出に要する時間
は 14 分であった（写真 214-5）。

エ　考　察
本機は小石混じりで内部まで固い未舗装農道の表

層を薄く 5㎝程度砕土できることから、表層の汚染

された土壌をフロントローダ等で効率的に集土・搬
出することができ、未舗装農道の除染作業の効率化
に大きく寄与すると考えられる。特に、傾斜してい
る路肩は放射性物質の濃度が高く、オフセット機構
によりその部分まで砕土できることから確実な除染
効果が期待される。また、砕土性が高いことから砕
土した土壌の搬出後の農道表面は均平であり、農道
として利用できると考えられる。

オ　今後の課題
今回の試験面積は小さくまた汚染土壌を対象とし

ていなかったことから、現地での除染効果と作業能
率について実証試験を重ねる必要がある。

カ　要　約
100 馬力クラスのキャビントラクタ用として、３

点リンク直装のストーンクラッシャーを改造して未
舗装の農道表層剥ぎ取り機を開発した。連続作業に
て農道上面全体を均平に削り、別工程のフロント
ローダにより汚染土壌を容易に取り除くことができ
る。農道の全面を均一に剥ぎ取るため、作業機は最

幅
（m）

長さ
（m）

4 30 120 5 3
3.84

（3.80～3.87）
1.28

5.2
（3.0～7.5）

89
0.13

（0.09～0.18）
15 76

1

2

3

作業時間
（分/100㎡）

作業
効率
（％）

試験場所：岡山市東区西大寺、ヤンマーエネルギーシステム製造㈱

エンジン回転数：2300～2400rpm

幅2mのフロントローダでの100m2当たりの集土・搬出作業時間は14分

供試区画

実剥ぎ取り幅
（m）

実剥ぎ取り深
さ（cm）

作業幅
（m）

供試
面積
（㎡）

設定
深さ
（cm）

作業
工程数

剥ぎ取り
土量

（㎏/m2）

作業速度
（m/s）

写真 214-4　動作確認試験状況 写真 214-5　砕土深さ確認状況

表 214-2　動作確認試験結果
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大 260㎜機体に対してオフセット装着できる。剥ぎ
取り深さは、作業機の両端に配置されているソリの
高さ調節で行うことができる。

キ　引用文献
1）小竹一男・福田喜孝・野呂茂樹 （2011）. 農道表
層剥ぎ取り機の開発 . 農業機械学会誌 .74（4）:252-
258.

研究担当者（小竹一男 *、福田喜孝、野呂茂樹）

５　用排水路内土砂掬い上げ機の開発
ア　研究目的
用排水路に蓄積した放射性物質からの外部被ばく

を防ぎ、降雨等の流下水による用水からの放射性物
質の流入を防止して被災地での迅速な営農再開を図
る必要がある。そのため、用排水路の放射性物質を
含んだ土壌を省力的にかつ安全に除去する用排水路
内土砂掬い上げ機を開発する。

イ　研究方法
（ア）小型油圧シャベルを改良して用排水路内に

堆積した汚染土壌を確実かつ効率的に回収する用排
水路内土砂掬い上げ機を試作する。特に、畦畔や法
面などの農地設備を壊さず土砂を掬い上げる構造と
する。掬い上げた土壌の含水率が低い場合は、掬い
上げ後直ちにトラックに放出し、含水率が高い場合
は天日予乾した後トラックへ積み直し搬出する。
（イ）ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社

（岡山市）の試験圃場に仮設の内幅 300㎜、深さ 200
㎜の U 字溝に土砂を入れ、本機の基本的な動作を

確認するとともに、土砂掬い上げ量と掬い残し量、
並びに作業時間を調査した。機械条件としてエンジ
ン回転数が 2100 ～ 2300rpm に設定した。

ウ　研究結果
（ア）用排水路内土砂掬い上げ機の構造
用排水路内土砂掬い上げ機は、用排水路内の汚染

土砂を効率的に取り除くため、キャビン付小型油圧
シャベルのバケット形状及びバケットオフセット機
構を改良した作業機である（写真 215-1）。用水路内
の堆積土壌が少ない場合は、高圧洗浄機等を使用し
て土砂を集めて掬い上げ、堆積土砂が多い場合には
一回ずつ掬い上げる。

従来のミニバックホーは車幅内を掘削するよう
に設計されており、車幅から外側を掘削できても
10cm 程度である。しかし現場の用排水路は水路幅
が 30cm 程度と狭く、農道等から従来のバックホー
で水路に対して直角方向に土砂を掬い上げることが
できない。また、水路を跨いで作業できる場所もな
いため、水路に沿って農道や本田面からバケットを
稼働させるべく車幅外側にオフセットできる新規の
バケットオフセット機構を開発した。なお、バケッ
トオフセット機構については特許出願している。

a 　全体構成
図 215-1 と表 215-1 にベースとした標準機（エン

ジン出力 18.1kW/2500min-1、最大掘削力 30.4kN）
と開発機の作業範囲と主要諸元の比較とを示す。本
機のベースとなった標準機は図 215-1 に示すように
バケットの可動範囲が機体幅内である。一方、開発
機はバケットオフセット方向を機体外側とし、最大
で 1.2m 機体外側にバケットを作用させることがで

（オフセットしていない状態） （最大オフセットした状態） 

写真 215-1　用排水路内土砂掬い上げ機
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きるため、畦畔や法面を損傷させることなく用排水
路内の土砂を掬い上げることができる。機体外側へ
のオフセット量を拡大するため以下の 3 点の改良を
行った。①バケットオフセットを右側のみに限定、
②中間ブームの延長、③オフセット時でも安定性を

確保するため、180kg のウェイトの追加である。な
お、オフセット機構の構造については、標準機で採
用している方式をベースとし、構造上の信頼性確保
を図った。ただ、本プロジェクトは短期開発であり、
十分な信頼性試験が実施できないため、軽負荷作業

右ブームオフセット幅

標準機： 330mm

開発機：1590mm

最大掘削深さ

標準機： 2900mm

開発機： 2970mm

最大掘削高さ

標準機： 4880mm

開発機： 5520mm 最大ダンプ高さ

標準機： 3500mm

開発機： 4100mm

床面最大掘削半径

標準機： 4680mm

開発機： 5220mm

1200mm

NO 項目 単位 標準機
用水路土砂
掬い上げ機
（開発機）

1 機械質量（キャビン仕様） kg 3500kg 3680kg
2 追加ウエイト kg 設定無し 180kg

3-1
最大掘削深さ
作業機オフセット無し時

mm 2900 2970

3-2
最大掘削深さ
作業機右最大オフセット時

mm 2800 2450

4 最大掘削高さ mm 4880 5520
5 最大ダンプ高さ mm 3500 4100
6 床面最大掘削半径 mm 4680 5220
7 ブームオフセット幅 左/右 mm 885/330 0/1590

図 215-1　標準機と開発機の作業範囲比較

表 215-1　用排水路内土砂掬い上げ機の主要諸元
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（用排水路の土砂掬い上げ）に限定することと、有
限要素（FEM）解析による応力評価等で強度・耐
久性を担保することとした。

b 　バケット
今回水路幅が 30cm 程度と狭かったため、U 字溝

に合わせたバケット形状とし、掬い上げ土砂がバ

ケット両端からこぼれにくくすることにより作業の
効率化を図るとともに、作業時にバケットで U 字
溝を破損させないよう、バケット先端の爪は樹脂製
とした。万一誤操作で U 字溝に衝撃が加わっても
爪が壊れる構造とし、爪は交換できるよう締め付け
方式とした（図 215-2、写真 215-2）。標準バケット
は幅が 490mm でバケット容量が 0.08m3 であるが、
開発機のバケットは幅が 250mm と狭く、容量は
0.041m3 である。
（イ）動作確認結果
岡山市で実施した動作確認試験は、礫混じりの転

圧された敷地の排水溝に内幅 30cm、深さ 20cm の
コンクリート製 U 字溝を 2 ｍ仮設し、U 字溝に土
砂を入れて供試した。開発機が走行する路肩と U
字溝の中心との水平距離は 0.87m であった（写真
215-3）。

動作確認試験結果を表 215-2 に示す。試験では U
字溝を傷めることなく円滑に土砂を掬い上げ、U 字
溝と反対側のビニールシート上に放出した。2 ｍの
掬い上げる時間は 1.8 分であり、U 字溝 100 ｍ当た
りの土砂掬い上げに要する時間は1.8時間であった。

図 215-2　バケット構造

写真 215-2　バケット

供試 U 字溝 

内幅 

（cm） 

深さ 

（cm） 

長さ 

（m） 

路肩から

U 字溝中

心までの

距離 

（m） 

U 字溝 100m 当

たり土砂救い上

げ量 

（㎏） 

U 字溝 100m

当たり作業

時間 

（時） 

U 字溝内の

残土割合 

（％） 

30 20 2 0.87 1685 1.5 7.4 

1 試験場所：岡山市東区西大寺、ヤンマーエネルギーシステム製造㈱ 

2 エンジン回転数：2100～2300rpm 

表 215-2　動作確認試験結果

写真 215-3　動作確認試験状況
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また、掬い上げ量は 100 ｍ当たり 1685㎏となり、
開発機で掬い上げることができず、Ｕ字溝内に残っ
た残土量割合は 7.4％であった。

エ　考　察
本機はバケットオフセット機構により、畦畔や法

面を損傷させることがなく、用排水路の汚染された
土壌を農道や本田面からバケットを稼働させて掬い
上げることができ、用排水路の除染作業の効率化に
大きく寄与すると考えられる。特に、農道に沿った
幅 30㎝の U 字溝の堆積土壌の掬い上げでは能率的
な除染作業が期待される。なお、U 字溝に残土があ
る場合は、高圧洗浄機を用いることで集土が可能で
ある。

オ　今後の課題
今回の試験規模は小さく、また汚染土壌を対象と

していなかったことから、現地での除染効果と作業
能率について実証試験を重ねる必要がある。

カ　要　約
キャビン付小型油圧シャベルのバケット形状及び

バケットオフセット機構を改良し、用排水路内土砂
掬い上げ機を開発した。バケットオフセット方向を
機体外側とし、最大で 1.2 ｍ機体外側にバケットを
移動させることができるため、畦畔や法面を損傷す
ることなく用排水路内の土砂を掬い上げることがで
きる。バケット形状は水路作業に適した形状であり、
水路幅に合わせたバケットが用意されている。

キ　引用文献
1）小竹一男・宮西正美・原田孝弘 （2011）. 用排水
路内土砂掬い上げ機の開発 . 農業機械学会誌 .74

（4）:271-276.

研究担当者（小竹一男 *、宮西正美、原田孝弘）

６　ほ場周辺の農道および用排水路等の農業生産
基盤施設の除染技術体系の分析評価
ア　研究目的
ほ場内の本地土壌の除染後において、降雨等の地

表流下水による周辺農道や畦畔からの放射性物質の
流入を防止するためには、農地周辺施設と一体化し

た除染が必要である。また、用排兼用の用排水系統
では、農業用水の水利用の過程で農地の再汚染が懸
念され、水路内に堆積した土砂等の除染が必要であ
る。このため、農地周りの農道、畦畔、法面及び小
用排水路内の空間線量率の分布調査結果、及び除染
用機械と農地周辺の除染技術の体系を評価分析し、
農地除染体系化技術の開発を支援する。福島県飯舘
村伊丹沢地先の現地圃場を対象に、除染対象の形状
の類型化や放射性物質の分布を明らかにして、機械
作業設計のための情報提供を行う。

イ　研究方法
（ア）2011 年 8 月に（独）農研機構農村工学研究

所が農地除染試験を実施した福島県飯舘村の現地圃
場の傾斜度合いや各周辺施設の配置条件を基準に、
各除染対象エリアの放射性物質の分布状態を空間線
量計で計測して明らかにする（地表または、水面か
ら 5cm 上空を計測）。
（イ）農道については、既存農道路面と削り取り

された農道路面の硬度（支持力）の相違を測定し、
農道の機能の低下を確認する。
（ウ）開発される除染（表土等の削り取り及び除去）

機械による除染作業工程を分析評価する。

ウ　研究結果
（ア）試験圃場の状況
開発機械を現地実証する試験圃場の状況を、本プ

ロジェクト開始前の 2011 年 6 ～ 8 月の調査資料か
ら整理する。調査圃場は、福島県相馬郡飯舘村伊丹
沢地先の水田である。

圃場は、飯舘村役場から北東約 1.5km の新田川
の右岸に位置し、北側へ 1/50 ～ 1/30 のなだらかに
傾斜した階段状の 30a 区画である（図 216-1）。圃場
西側の 2 か所の畦畔部をボーリングした。その柱状
図を図 216-2 に示す。表層の土壌は、灰色低地土に
分類でき、黒褐色シルト質である。その下層は、マ
サ質土と粘土との互層構造である。用水源は、上流
のため池と新田川からのポンプによる補給を受けて
いる。排水は、圃場東側の排水路等から新田川に流
下する。新田川は、飯舘村北西部の阿武隈高地に源
を発し、飯舘村を東西に横断し南相馬市を経て太平
洋に注ぐ２級水系である。なお、本圃場のように基
盤整備の進んだ水田は、谷底の平坦な新田川、飯樋



図216-1 調査地域と調査圃場の位置図

上流（山）側Bボーリング
(WI) 

下流（谷）側Cボーリング
(W2) 
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地下水位： GL-2.403rn

（加11泊 四 15:15)
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図216-2 B,C圃場（西側）畦畔部ボーリング結果
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図216-3 調査圃場の平面図

川及び比曽川の両岸に位置し、その他の小規模水田

は、その支流の谷間に分布している。試験圃場の平

面状況を図 216-3に示す。水田標高（A～D圃場）

は、約 496m～499m（仮ベンチマーク標高： 500m

を基準）であり、各圃場の高低差は、約 l.Omであ

る。圃場整備が昭和 30年代後半に行われ、用排水

路は、分離されている。B圃場と C圃場を用いた

調査を行った。圃場と用排水路の配置状況は、 B圃

場の上段長辺方向に緩勾配用水路が配置され、東

西の短辺方向にそれぞれ、圃場勾配と平行する比

較的急な用排水路が配置されている。

（イ）各機械除染エリアの空間続量率の分布

本開発研究において除染対象となる農地周辺施設

は、圃場の外縁部の畦畔、用排水路、圃場閉また

は、圃場と用排水路聞の法面及び周辺農道である。

A圃場と B圃場の聞の農道は、アスフアルト舗装

であり、その他は簡易的な土砂系舗装である。

農村工学研究所が20日年 6月に B、C圃場（本

地）から採取した土壌の放射性セシウム濃度の測定

結果を図 216-4に示す。平均では、各圃場 12,836～

16,062Bq/kg (Cs-134、Cs-137合計）の濃度を示し

ている。表層土壌（0-15cm）の放射性セシウム濃

度にはバラツキが大きく、これは圃場を事前調査す

る際の人間による踏み荒らし等が影響していると考

えられる。また、 2011年8月に農村工学研究所が

行った除染試験直前の空間線量率（ガンマー線）の

測定点を図 216-5に示す。測定した畦畔、農道及び

水路の地表面（地表面から 5cm、コリメータ無し）

の空間線量率を測定した結果を図 216-6～図 216-10

に示す。

畦畔（天端中央）については、平均 7.42μ Sv/h 

であり、その範囲は、6.50～8.02μ Sv/hである（図

216-6）。各計測地点聞において、測定値の差は小さ

い。図 216-7の圃場長辺方向の用水路内の空間線量

率は、上流から下流に向けて、 1.49から 9.28μ Sv/ 

hへと増加している。また、図 216-8～図 216-9に

示す閏場短辺方向の用排水路についても下流側の空

間線量率が高くなっている。また、用水路では、短

辺方向の傾斜の大きい水路は、長辺方向の比較的傾

斜が緩い水路より空間線量率が低い結果となってい

る。これは、水路の掃流力により、土砂等（底質）

が下流部へ移動したことによると推察される。図

216-10には、農道（アスフアルト舗装）の結果を示す。

-50-
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図 216-4　圃場サンプリング土壌の放射性セシウム濃度の測定結果（0-15cm 乾土，2011 年 6 月）

図 216-5　調査試験圃場平面詳細図
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図 216-6　空間線量率の測定結果
（畦畔ℓ -1 ～ 41）

図 216-7　空間線量率の測定結果
（用水路 c1-1 ～ 10）
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B 圃場と C 圃場間の法面については、2012 年 2
月の積雪時に計測した（地表1cm、コリメータ無し）。
3 側線を計測し、いずれも下方向や下段の圃場面の
空間線量率が高い結果となっている（表 216-1）。こ
れも、これまでの降雨等により、表面部の放射性物
質やそれを吸着している土壌の移動によるものと考
えられる。

（ウ）農道剥ぎ取りによる路面の強度変化
C 圃場西側の農道（敷砂利舗装）において、剥

ぎ取り前後の農道路面の支持力を簡易的に計測し、
剥ぎ取りによる路面支持力の変化を調査した（写
真 216-1）。使用した測定器は、一般に土壌の硬度測
定に用いられる平面型土壌硬度計（No351-B）であ
る。その結果を表 216-2 に示す。剥ぎ取り機は、最
初にストーンクラッシャーにて路面表層（設定厚：
5cm）を破砕し、その土砂をフロントローダで集積
し（剥ぎ取り厚：5.9 ± 2.8cm）、ダンプトレーラー
に積載するものである（写真 216-2）。表層の剥ぎ取
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測点d-

← 上流 下流→

測線 畦
畦から
0.4m 0.8m 1.2m 1.4m 法尻 C 田面

No.1 （－）

2.598
（－）

2.849
（0.12）
3.293

（0.32）
2.935

（0.54）
3.316

（0.80）
3.471

（0.93）
4.05

No.2 （－）

2.400
（－）

3.565
（0.20）
3.085

（0.48）
3.112

（0.64）
3.167

（0.95）
3.473

（0.98）
3.95

No.3 （－）

2.799
（0.20）
2.722

（0.21）
2.956

（0.42）
2.895

（0.85）
2.667

（1.00）
3.786

（1.00）
4.185

注（ ）内の数値は畔標高からの高低差（m）

図 216-8　空間線量率の測定結果
（排水路 d-1 ～ 7）

図 216-10　空間線量率の測定結果
（農道ｒ -1 ～ 6）

図 216-9　空間線量率の測定結果
（用水路 c2-1 ～ 5）

表 216-1　圃場 B、C 間の法面の空間線量率
（2012 年 2 月測定、地表面）

写真 216-1　調査の状況（2012 年 3 月測定）
1）剥ぎ取り前 2）路盤硬度計測状況（剥ぎ取り後）

1.9 1.92
2.16
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測点ｃ2-

← 上流 下流→
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りによる路面の支持力低下は、表層部では確認され
ず、除染後の農道の補修等の必要性は低いと考えら
れる。なお、実際の適用に当たっては、路面及び路
盤の支持力の確認を行う必要があると考えられる。

エ　考　察
（ア）畦畔の除染については、場所による空間線

量率の違いは小さく、均一的な除染作業を行う必要
がある。畦畔の除染では、農地本地土壌の除染と一
体的に作業を行うことが効率的であると考えられ
る。たとえば、本地土壌の除染に先立ち、畦畔表面
の土壌を本地側へ排土し、本地土壌の削り取り作業
時に圃場外へ搬出することが効率であると考えられ
る。
（イ）用排水路内の堆積土砂等を対象とする除染

では、特に勾配のある水路では、下流側に放射性セ
シウムを吸着した土砂等が堆積している傾向があ

る。このため、作業手順については、上流側から作
業を進め、取り残した土砂を下流へ掃き出し、最後
に下流部の土砂を排除する工程が考えられる。また、
その際には、除染区域外への濁水や土砂等の流出を
防止するため、土嚢等による仮締め切りを除染区域
の下流端に設置する必要がある。更に、堆積した土
砂は、泥土状態であると取り扱いが困難になること
から、非灌漑期など、土砂等が水分を含まない時期
に除染を行う必要がある。
（ウ）法面の除染については、下層の法面やその

下の圃場面や水路部に降雨等により放射性セシウム
を吸着した土壌が移動している可能性があることか
ら、除染作業前に土壌表面の空間線量率を測定し、
除染範囲を確認しておく必要がある。更に、傾斜地
では、法面形状が表 216-3 に示すように多様である
ことから、その条件にあわせた作業工程の検討が必
要である。

場所：B,C圃場西側

農道既存路面

測点1 西 中央 東 平均値（支持力）

遊動指標（C） 23mm 20.3mm 18.0mm
支持力（kg/cm2) 9.00 5.50 4.00 6.17 

農道剥ぎ取り部路面

測点１ 西 中央 東 平均値（支持力）

遊動指標（C） 11.9 19.2 17.9 
支持力（kg/cm2) 1.9 5.0 4.0 3.63 
測点２

遊動指標（C） 22.5 21.2 25.5 
支持力（kg/cm2) 9.0 7.0 12.0 9.33 
測点３

遊動指標（C） 24.2 19.5 19.0 
支持力（kg/cm2) 10.0 5.0 4.8 6.60 

測点平均 6.52 

表 216-2　農道における剥ぎ取り前後の路面硬度の測定結果

写真 216-2　農道剥ぎ取り機の概要
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（エ）農道については、その舗装状態に合わせて
計画する必要がある。本研究で開発された農道表層
剥ぎ取り機は、土砂系舗装に適用される方式である。
このため、排除土砂には、粒径の大きな礫が含まれ
る。礫をフルイ分けし、水洗い等によって放射性物
質を含んだ微細な土壌を排除すれば、礫等は路面材
として再利用が可能であることから、廃棄土砂の減
容化のためには今後のさらなる検討が必要である。

オ　今後の課題
各除染機械が開発され、今後は、各圃場形態への

適用性、機械作業と人力作業の組み合わせ及び農地
本地土壌の除染作業工程との一体化等を考慮した作
業技術体系の検討が必要である。また、農道の除染
による路盤材の再利用について、廃棄土砂の減容化
に向け、さらなる研究が必要と考えられる。

カ　要　約
農地周辺施設と一体化した除染技術開発を支援す

るために、圃場周辺の農道、畦畔、法面及び用排水
路内の空間線量率の平面分布を明らかにした。水路
では、下流側が上流側に比較して空間線量率が高い

傾向があり、法面では、法尻と下段の圃場面等の空
間線量率が高いことが明らかになった。本知見に基
づき、各作業工程の留意事項を提案した。

更に、農道の剥ぎ取り前後の農道路盤の硬度（支
持力）の変化を確認したところ、変化がないことが
確認され、農道としての機能低下が少ないことを明
らかにした。

キ　引用文献
1）（社）農業土木学会（農林水産省資源課監修）
（2003）．土地改良事業計画設計基準　計画　ほ
場整備（水田）技術書．（（社）農業土木学会）．
310．

研究担当者（中　達雄 *、樽屋啓之）

７　農地周辺の除染技術体系の開発
ア　研究目的
農地周辺に蓄積した放射性物質からの外部被ばく

を防ぎ、降雨等の地表流下水による畦畔、農道など
への放射性物質の流入を防止して、被災地での迅速
な営農再開を図る必要がある。そのため、農地周辺

表 216-3　畦畔法面の形状の特徴 1）
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の表土を省力的かつ安全に削り取る技術を開発す
る。具体的には、農地周辺の汚染された土壌の除去
作業について、省力的で廃土量が少ない機械化技術
を確立する目的で開発した「畦畔表土削り取り機」、

「法面表土削り取り機」、「農道表層剥ぎ取り機」、及
び「用排水路内土砂掬い上げ機」の作業能率及び除
染効果を明らかにし、トラクタを基幹とした除染方
法を明らかにする。

イ　研究方法
（ア）畦畔表土削り取り機と法面表土削り取り機

の作業能率と除染効果
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢地先の現地水田圃場に

おいて、畦畔表土削り取り機と法面表土削り取り機
による畦畔の表土削り取り作業を行い、開発機の作
業能率を明らかにするとともに、処理前後の表層土
壌（0 ～ 5㎝）の放射性セシウム濃度と地表 1㎝の
線量率を調査し、除染効果を明らかにする。
（イ）農道表層剥ぎ取り機の作業能率と除染効果
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢地先の未舗装農道にお

いて表層剥ぎ取り試験を行い、作業能率を明らかに
するとともに、処理前後の土壌表層の放射性セシウ
ム濃度と地表 1㎝の線量率を調査し、除染効果を明
らかにする。
（ウ）用排水路内土砂掬い上げ機の作業能率と除

染効果
福島県相馬郡飯舘村伊丹沢地先の用水路におい

て、用排水路内土砂掬い上げ機の作業能率を明らか
にするとともに、除去した土壌の放射性セシウム濃
度と処理前後の U 字溝底面 1㎝高さの線量率を調査

して除染効果を明らかにする。
なお、1㎝の線量率は写真 217-1 に示すように、

シンチレーションサーベイメータ（日立アロカメ
ディカル製 TCS-172B）のプローブを鉛リングに挿
入し、周りの放射線量を遮蔽して測定した。鉛リン
グは、高さ 7㎝、内径 5㎝、外径 11㎝のリングで、
2㎜の鉛板を巻いて製作した。

ウ　研究結果
（ア）畦畔表土削り取り機と法面表土削り取り機

の作業能率と除染効果
現地圃場の試験時には積雪があり、法面は供試で

きなかった。畦畔については、除雪は行ったものの、
畦畔土壌は水分を多く含んだ状態であり、一部は凍
結状態の部分も見受けられた。供試した畦畔は、高
さ 25cm、上面幅は 90cm、側面角度約 60°、上面に
は草丈 3cm の雑草が生えていた。積雪があったた
め試験区は長くとれず、畦畔表土削り取り機と法面
表土削り取り機の両区とも 20m とした。トラクタ
は水田面を走行し、畦畔の表土を削り取った。水田
面を荒らさないように、トラクタ走行面には厚さ
12㎜のコンパネを敷いた。

ａ　畦畔表土削り取り機
畦畔表土削り取り機は、畦畔の上面と傾斜面の表

土を同時にかつ円滑に削り取ることができた（写真
217-2）。また、上面の設定削り取り深さを 5㎝とし
たが、設定どおりの表土を削り取り、畦畔の側面の
削り取った表土と合わせて、畦畔裾野から約 20cm
離れた場所に幅 40cm、高さ 15cm 程度の筋状に盛
土した。畦畔表土削り取り機の作業速度は 0.06m/s

写真 217-1　地表 1㎝の線量率測定風景
（鉛リングにプローブを挿入して測定） 写真 217-2　畦畔表土削り取り機の作業風景
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放射性セシウム濃度（Bq/㎏ 乾土） 

処理前 処理後 

Cs-134 Cs-１３７ 計 Cs-134 Cs-１３７ 計 

低減率

（％） 

3561 5732 9293 525 848 1373 85.2 

注） 処理前：2012 年 3 月 11 日、処理後：2012 年 3 月 15 日 

表 217-1　�畦畔表土削り取り機による畦畔側面の除染
効果（表層 0～ 5㎝）

で、作業能率は約 1.0a/h であった。
畦畔側面における表層土壌（0～ 5㎝）の放射性
セシウム濃度は、処理前の平均 9,293Bq/kg 乾土に
対して、処理後は 1,373Bq/kg 乾土となり、剥ぎ取
りによる放射性セシウム濃度の低減率は 85％と高
い効果を示した（表 217-1）。
ｂ　法面表土削り取り機
法面表土削り取り機は、畦畔上面の削り取り深
さ 5㎝に対して畦畔の上面を幅 90㎝で一度に、また

円滑に設定通りに削り取ることができた（写真 217-
3）。法面表土削り取り機の作業速度は 0.11m/s で、
作業能率は約 5.0a/h であった。
畦畔上面における表層土壌（0～ 5㎝）の放射性
セシウム濃度は、処理前の平均 77,212Bq/kg 乾土に
対して、処理後は 16,371Bq/kg 乾土となり、削り
取りによる放射性セシウム濃度の低減率は 79％で
あった（表 217-2）。一方、畦畔上面の地表 1cm 高
さの線量率は、処理前 1.37µSv/h に対して処理直後
で 0.27µSv/h と、各地点平均して 80％の低減率を
示し、処理後 45 日を経過した時点でも 0.22µSv/h
と高い低減効果を示した（表 217-3）。
（イ）農道表層剥ぎ取り機の作業能率と除染効果
供試した未舗装農道は、道幅が約 3.4m、小石混
じりで、表層だけでなく内部まで固かった。車の轍
等で表面は 5㎝前後の凹凸があり、路肩は傾斜して
いた。試験時は積雪があったが、供試区間 25 ｍを
含む 50 ｍ区間をあらかじめ除雪した。
農道表層剥ぎ取り機の砕土深さを 5㎝に設定し、
砕土を行った（写真 217-4）。処理後の表面は均平で、
農道として直ぐに使用できる状態であった。処理前
後の農道断面のプロファイルの１事例を図 217-1 に
示す。農道の箇所による凹凸の差異はあるものの、
5.9 ± 2.8cm の剥ぎ取り深さに調節できた。農道で
あるので、比較的小さな石しか含まれていなかった
ため、ストーンクラッシャーの後部カバーを開きぎ
みで作業したにもかかわらず、ほぼ中礫以下に砕土
されていた。道幅に対して１往復で砕土処理がで
き、作業効率は 81％、作業能率は 5a/h であった（表
217-4）。
処理前の農道は、路肩付近の放射性セシウム濃度

放射性セシウム濃度（Bq/㎏ 乾土） 

処理前 処理後 

Cs-134 Cs-１３７ 計 Cs-134 Cs-１３７ 計 

低減率

（％） 

29458 47754 77212 6293 10078 16371 78.8 

注） 処理前：2012 年 3 月 14 日、処理直後 2012 年 3 月 15 日 

表 217-2　�法面表土削り取り機による畦畔天面の除染
効果（表層 0～ 5㎝）

表 217-3　�法面表土削り取り機による畦畔天面の除染
効果（地表 1㎝高さの線量率）

写真 217-3　�法面表土削り取り機による畦畔表土削り
取り作業

線量率（μSv/h） 
測定位置 

処理前 処理後 
低減率（％） 

A 1.64 0.36 88.1 

B 1.27 0.24 80.5 

C 1.20 0.22 87.9 

平均 1.37 0.27 80.2 

注）１．測定時は鉛の遮蔽体のより検出器を覆い、周囲の放射線の影響を除外 
２．処理前：2012 年 3 月 14 日、処理日 2012 年 3 月 15 日 写真 217-4　農道表層剥ぎ取り機の作業風景
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が中央部に対して高く、平均で 88,000Bq/kg 乾土
であった。表層を路肩まで剥ぎ取ることにより、場
所による濃度の差はあるものの、平均で 3,500 Bq/
kg 乾土へと低減し、低減率は 96％という高い結果
であった（表 217-5）。線量率は表 217-6 に示すよう
に、処理前は 1.38 μ Sv/h であったが、処理直後は
0.20 μ Sv/h に低減し、低減率は全体平均で 85％で
あった。また、処理 45 日後の線量率は 0.21 μ Sv/
h と再汚染も認められず、表層を剥ぎ取ることの有
効性を実証することができた。
（ウ）用排水路内土砂掬い上げ機の作業能率と除

染効果
供試した農道横の水路は、道路から落ちた土

砂の堆積があり、土砂の堆積深さは 13cm 程度で
あった。作業に入る前に処理する用水路区間を
堰き止めて水の侵入を止めた。しかし、用水路内
の水位を下げることができなかったので、掬い上

げた土砂を水田より 1.6m 高い農道に敷設したブ
ルーシートの上に置き、乾燥させて排土の運搬効
率の向上と汚染拡散を防止した。

現地試験状況を写真 217-5 に示す。用水の U 字
溝は畦畔に沿って設置されており、水田内から
U 字溝の堆積土壌を掬い上げた。幅 35㎝の U 字
溝を 10m 処理するのに 12 回の掬い上げを行い、
516㎏の土砂を除去した。10m 間を処理するのに
13 分を要したことから、100m 間では 2.2 時間か
かると推定できる（表 217-7）。なお、試験は水
田内にバックホーを入れて行ったが、路盤が安定
している農道からの作業が可能であれば、更に能
率は向上すると考えられる。作業後の U 字溝内
の残土割合は 12％であった。高圧洗浄機による
残土の集土が必要であった。

掬い上げた堆積土壌の放射性セシウム濃度は
10,000 ～ 170,000Bq/kg 乾土と、測定場所による
差が非常に大きく、平均濃度は 66,170Bq/kg 乾
土であった（表 217-8）。水路底面１cm 高さの処
理前の空間線量率は、1.30 μ Sv/h であり、除染
後は 0.74 μ Sv/h へ低減し、低減率は全体平均で
43.5％であった（表 217–9）。

エ　考　察
（ア）開発した畦畔表土削り取り機、法面表土削

り取り機、農道表層剥ぎ取り機とも 5㎝程度の表土
を薄く削り取ることができ、しかも高い除染効果を
示したことから、これらの開発機は排土の減容化に
大きく貢献するものと考えられる
（イ）トラクタを基幹とする本技術は、地形、土

壌条件を最もよく把握している生産者が除染作業を
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注） エンジン回転数：2300～2400rpm 

放射性セシウム濃度（Bq/㎏乾土） 

処理前 処理後 
測定位

置 
Cs-134 Cs-137 計 Cs-134 Cs-137 計 

低減率 

（％） 

右路肩 65758 104808 170566 2361 3858 6219 96.4 

右轍部 6123 9859 15982 149 206 355 97.8 

中央 13114 21064 34178 157 255 411 98.8 

左轍部 12574 20345 32919 118 192 311 99.1 

左路肩 71800 114799 186599 3940 6244 10185 94.5 

平均 33874 54175 88049 1345 2151 3496 96.0 

注） 処理前：2012 年 3 月 11 日、処理後：2012 年 3 月 12 日 

線量率（μSv/h） 
測定位置 

処理前 処理直後 
低減率（％） 

右路肩 2.38 0.28 88.1 

右轍 0.97 0.19 80.5 

中央 1.30 0.16 87.9 

左轍 0.90 0.13 85.2 

左路肩 1.36 0.25 81.7 

平均 1.38 0.20 85.4 

注） 処理前：2012 年 3 月 11 日、処理日：2012 年 3 月 12 日 

図 217-1　処理前後の農道のプロファイル

表 217-4　農道における除染作業能率

表 217-5　農道における除染効果（表層 0 ～ 5㎝）

表 217-6　農道の除染効果（地表 1㎝高さの線量率）

写真 217-5　用排水路内土砂掬い上げ機の作業風景
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カ　要　約
（ア）開発した４機種の除染作業機について、福

島県飯舘村伊丹沢の水田ほ場周辺で現地試験を行
い、作業性能及び除染効果を明らかにした。
（イ）畦畔表土削り取り機と法面表土削り取り機

は、畦畔の高さ 17㎝の側面と幅 90㎝の天面の表層
5㎝を削り取った。畦畔の地表 1㎝高さの空間線量
率は 80％低減した。
（ウ）農道表層剥ぎ取り機は、未舗装農道の表層

6㎝を 100㎡当たり 12 分で破砕し、集土・搬出後の
農道地表 1㎝高さの空間線量率の低減率は 85％で
あった。
（エ）用排水路内土砂掬い上げ機は、幅 35㎝、長

さ 10m 区間の側溝の土砂を 13 分で掬い上げ、地上
高 1.6m の農道上に排出できた。水路内に残った残
土は 12％であった。用水路底面 1㎝高さの空間線量
率の低減率は 44％であった。

キ　引用文献
1）宮崎昌宏ら（2012）. 東日本大震災からの復興を
めざして－農地周辺除染用作業機の開発－ . 農業
機械学会誌 .74（4）:251-279．

2）八谷 満ら （2013）. 農地周辺（法面、道）を除
染する表土削り取機の開発と適応性 . 平成 24 年
度生物系特定産業技術研究支援センター研究報告
会 .1-10.

研究担当者（宮崎昌宏 *、八谷　満、深山大介、
市来秀之、千葉大基、青木　循、落合良治、高橋正光）
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注） １．試験日：2012 年 3 月 14 日 

２．U 字溝と本機との距離は 2.7m 

３．本機接地面から 1.6m の高さの農道へ土砂排出 

４．エンジン回転数：2100～2300rpm 

放射性セシウム濃度（Bq/㎏乾土） 
測定位置 

Cs-134 Cs-137 計 

A 4,249 6,955 11,204 

B 66,265 107,229 173,494 

C 5,304 8,507 13,811 

平均 25,273 40,897 66,170 

注） 測定日：2012 年 3 月 11 日

線量率（μSv/h） 
測定位置 

処理前 処理後 
低減率（％）

A 1.43 0.73 49.0 

B 1.11 0.65 41.4 

C 1.37 0.83 39.4 

平均 1.30 0.74 43.5 

注） 処理日：2012 年 3 月 14 日

表 217-7　用排水路内の堆積土壌の除染作業能率

表 217-8　用排水路内の堆積土壌の放射能濃度

表 217-9　 用水路の除染効果（水路底面 1㎝高さの線
量率）

行うことができ、迅速で確実な除染が行える技術体
系と考えられる。

オ　今後の課題
今後は、地方自治体、民間企業、関係団体及び試

験研究機関等との連携を密にしながら、当該技術の
普及に資する実証試験を重ねる。
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１　粉塵の発生を抑えた収穫技術の開発
ア　研究目的
除染作業等に伴い発生する低濃度の放射性物質で

汚染された作物や雑草、作物残さ等について、安全・
安定的にペレットやチップに減容化する技術を開発
する。このため、作物や雑草、作物残さ等を生や中
水分で粉塵の発生を抑制しながら収穫する技術を開
発するとともに、この回収物について、乾燥・粉
砕・混合・成型処理等の稼働試験を行い、ペレット
やチップで安定的に保管できる処理システムを構築
する。雑草類等の繊維の硬い植物のダイレクト収穫
を行い、水分と刈取り作業時の作業性と粉塵発生量
等の関係を明らかにする。

イ　研究方法
フォーレージハーベスタを用い、ヨモギ類やセイ

タカアワダチソウ、ススキ類などの立ち枯れした雑
草類、及び、麦わら等の収穫試験を実施し刈り取り
性能や圃場損失、粉塵発生量等を明らかにする。

ウ　研究結果
茨城県つくば市におけるフォーレージハーベスタ

（IHI スター社　MFH4000）のピックアップユニッ
トによる麦わらの拾い上げ収穫（写真 311-1）にお
いては、粉塵の発生や収穫ロスの多さ等から実用的
ではなく、拾い上げ収穫にはカッティングロール
ベーラーが適当であることがわかった。

福島県川俣町において、マツヨイグサ、ヨモギ、
セイタカアワダチソウの群生について収穫時期を変
えてフォーレージハーベスタで 3 回収穫作業（写真
311-2）を行った。雑草刈取り試験の試験条件及び
雑草の含水率を表 311-1 に示す。

雑草のダイレクト収穫作業時の作業能率を表
311-2 に示す。0.04 ～ 0.1ha の小区画での試験となっ
たため、実圃場作業量は 0.11 ～ 0.19ha/h と低い値
となったが、圃場長 50m 以上の畑であれば圃場作
業量は 0.5 ～ 0.6ha/h になると推定された。

フォーレージハーベスタの設定切断長は 24mm
で収穫試験を実施し、実際の平均切断長は 30.7mm

第３編　放射性物質を含む作物等の安全な減容・安定化技術の開発

第１章　作物、雑草、作物残さ、落葉等の減容化技術の開発

気温 相対湿度 平均風速 最大風速 日射量 気圧 降水量 含水率

[℃] [%] [m/s] [m/s] [W/m2] [hP] [mm] [%w.b]

1回目 10/30 13.0 28.9 0.3 1.9 409.8 951.5 0.0 54.2
2回目 11/15 8.1 30.9 0.7 3.6 220.3 953.5 0.0 39.0
3回目 11/29 5.7 58.1 1.1 3.6 101.4 959.6 0.0 33.7

表 311-1　雑草のダイレクト収穫作業時の気象条件及び雑草含水率

写真 311-1　麦わらの拾上げ収穫 写真 311-2　雑草のダイレクト収穫
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であり、減容化作業で問題となる 10cm 以上の切断
長のものはほとんど含まれていなかった。

雑草収穫作業に伴う粉塵の発生量を表 311-3 に示
す。雑草刈り取り前の圃場周辺の粉塵発生量は 0.01
～ 0.05mg/m3 であり、雑草収穫作業時には 0.22 ～
0.62mg/m3 に増加し、雑草の水分低下に伴い粉塵
発生量が増加する傾向にあった。しかしながら、除
染電離則による高濃度汚染、高粉塵作業の基準値 1）

の 10mg/m3、及び、産業衛生学会の許容濃度 2）（総
粉塵で 4mg/m3）と比較しても低い値に収まった。
なお、本試験には一般のキャビン付トラクタを使用
したが、キャビン内の粉塵濃度が高くなる場合が
あった。オペレーターにはマスクの着用が必要であ
ると考えられる。

エ　考　察
乾燥した麦わらのピックアップユニットによる収

穫作業においては、麦わら自体の飛散もあり、粉塵
の発生も多かったことから、乾燥したわらなどの作

物残さや牧草類については、カッティングロール
ベーラーなどそのまま拾い上げて収穫する作業機を
使用する方が望ましいことが分かった。

雑草類のダイレクト収穫に関しては、ヨモギ、セ
イタカアワダチソウ、ススキ等の茎の硬い長大雑草
をカッティングロールベーラーで直接拾い上げるこ
とは困難なため、フォーレージハーベスタによるダ
イレクト細断刈り取りが望ましいと考えられる。設
定切断長 24mm で減容化処理の際に詰まりなどの
問題は発生しなかった。なお、フォーレージハーベ
スタ部のタイヤラグの沈み込み量は 5 ～ 8cm あっ
たため、表土除染を行う場合にはセミクローラー型
のトラクタを使用するなどの沈み込み防止策をとる
ことが望ましいと考える。作業に伴い周辺環境に発
生する粉塵量については、0.62mg/m3 以下と低い値
を示している。平成 23 年度に茨城県で実施した平
均含水率 20％のススキ＋セイタカアワダチソウの
ダイレクト収穫作業時の粉塵量も 0.1 ～ 0.7mg/m3

と同様に低い値を示したことから、フォーレージ

10/30 11/15 11/29

S 面積 m2 441 1006 471

ha 0.04 0.10 0.05
W 作業幅 m 1.4 1.4 1.4
V 速度 m/s 0.80 0.70 0.70

km/h 2.88 2.51 2.52

T 作業時間 hh:mm:ss 0:15:40 0:32:14 0:26:53
h 0.26 0.537 0.448

tA 実作業時間 hh:mm:ss 0:06:39 0:15:33 0:11:29

h 0.111 0.268 0.191

Ct 理論作業量 ha/h 1.12 0.98 0.98
Ce 有効作業量 ha/h 0.40 0.38 0.25
C 圃場作業量 ha/h 0.17 0.19 0.11

1/C 能率 ｈ/ha 5.92 5.34 9.52

E 圃場作業効率 % 15.1 19.2 10.7
Ee 有効作業効率 % 42.4 49.8 42.7

表 311-2　雑草収穫時の作業能率

表 311-3　雑草のダイレクト収穫時の粉塵の発生量

10/30 11/15 11/29 10/30 11/15 11/29

キャビン内 34.3 87.0 56.5 0.321 0.637 0.205

キャビン外右 101.0 113.2 70.2 － － －

キャビン外左(マフラー側） － － 168.0 － － －

圃場周辺１ 12.0 8.9 21.5 0.252 0.351 0.586

圃場周辺２ － － － 0.215 0.615 0.586

キャビン内 3.3 51.4 14.8 0.029 0.381 0.176

キャビン外右 6.0 13.9 1.5 － － －

キャビン外左(マフラー側） － － 10.8 － － －

圃場周辺１ 5.6 5.8 12.4 0.037 0.053 0.047

圃場周辺２ － － － 0.014 0.025 0.033

粉塵量(mg/m3)

雑草収穫

環境

測定条件 測定位置
相対粉塵量(cpm)

10/30 11/15 11/29 10/30 11/15 11/29

キャビン内 34.3 87.0 56.5 0.321 0.637 0.205

キャビン外右 101.0 113.2 70.2 － － －

キャビン外左(マフラー側） － － 168.0 － － －

圃場周辺１ 12.0 8.9 21.5 0.252 0.351 0.586

圃場周辺２ － － － 0.215 0.615 0.586

キャビン内 3.3 51.4 14.8 0.029 0.381 0.176

キャビン外右 6.0 13.9 1.5 － － －

キャビン外左(マフラー側） － － 10.8 － － －

圃場周辺１ 5.6 5.8 12.4 0.037 0.053 0.047

圃場周辺２ － － － 0.014 0.025 0.033

粉塵量(mg/m3)

雑草収穫

環境

測定条件 測定位置
相対粉塵量(cpm)
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ハーベスタは茎の硬い雑草収穫に適した作業機とい
える。

オ　今後の課題
現状での農地除染での雑草刈り取り作業は、刈り

払い機により人力刈り取りし、ミニロールベーラー
で梱包、人力でフレキシブルコンテナバッグ（以下
フレコンバッグ）に収納という作業体系で実施され
ており、今後、本技術を除染現場に普及させていく
必要がある。

カ　要　約
麦わら等の収穫作業時における粉塵の発生状況等

を明らかにし、ピックアップユニットによる拾い上
げ収穫作業は粉塵の発生量、収穫ロスの大きさから
実用的ではなく、カッティングロールベール収穫が
適していることを明らかにした。

茎の硬い雑草類のフォーレージハーベスタによる
ダイレクト収穫は、設定切断長 24mm で減容化の
後作業に問題は無く、周辺環境への粉塵発生量も
0.7mg/m3 未満と低い値を示した。

キ　引用文献
1）国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター
（2011）．放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物
処理処分（技術資料）．

2）日本産業衛生学会（2010）．許容濃度等の勧告
（2010 年度）．産業衛生学会誌第．52 巻

研究担当者（重田一人、塚本隆行、小林有一、薬
師堂謙一 *、飯嶋渡、竹倉憲弘）

２　減容化のための乾燥、粉砕、混合、成型技術
の開発
ア　研究目的
除染作業等に伴って発生する低濃度の放射性物質

で汚染された作物、雑草、作物残さ等について、水
分 15％以下まで乾燥し安定的に保管できるペレッ
トに加工する。すなわち、生や中水分（40 ～ 50％）
で収穫された作物や雑草、作物残さ等について、処
理量 200kg/h 規模の減容化処理設備のパイロット
プラントにおいて乾燥、粉砕、混合、成型等の処理
を行う稼働試験を行い、ペレットで安定的に保管で

きる処理システムを構築する。また、最適な運転条
件を明らかにするとともに、実規模のプラントを設
計するための設計値を得ることを目的とする。ペ
レットのセシウム濃度は 8,000Bq/kg 以下とし、減
容化目標は 500kg/m3 以上とする。また、ペレット
は将来的な燃焼処理に対応させる必要があるため、
ペレットの溶融温度は 1,100℃以上を目標とする。

イ　研究方法
福島県内の避難区域に処理量 200kg/h の減容化

処理設備のパイロットプラントを設置し、稲わらや
牧草、雑草、枝葉等を前処理→乾燥→粉砕→混合→
成型等の処理によりペレット化する試験を行った。
この減容化処理設備は、間口 9m、奥行 27m のパイ
プハウス内に設置され、定量投入装置、ロータリー
キルン式乾燥機、ハンマーミル式粉砕機、平型撹拌
混合装置、ローラー・ディクスダイ式成型装置、サ
イクロン集塵機、バグフィルター、各種コンベア等
により構成される。各種材料での試験の結果をもと
に、実規模プラントを設計するためのシステム設計
を行うとともに、ランニングコスト等の試算を行っ
た。

ウ　研究結果
（ア）前処理
稲わら等の作物残さ及び雑草類は、そのままの形

状では流動性が悪くコンベア等での詰まりが発生す
る等のため減容化処理設備で処理することができな
い。したがって、前処理として長さ 5cm 以下に細
断する必要があることがわかった。稲わら等の繊維
系材料を細断する装置としては飼料用カッター等が
想定されるが、作業者の粉塵曝露量や放射線被曝量
の増加が懸念されることから、適当とは考えられな
かった。そこで、主に酪農家が使用する横軸カッティ
ングミキサー（以下、細断混合装置、写真 312-1）
で長さ 5cm 以下に細断する方式を採用して細断試
験を行った。

また、農地等の除染作業で広く用いられているミ
ニロールベール（直径 40cm、長さ 60cm 程度に巻
かれたロールベール）は、解梱しないよう 1 本に繋
がった麻ひも（トワイン）で巻かれており、そのト
ワインが細断混合装置のスクリュー軸に巻き付く危
険性がある。そこで、細断混合装置での細断前に、
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ミニロールベールを荒破砕するとともにトワインを
長さ 20cm 程度に切断することを目的に、ミニロー
ルカッターを導入した。

細断混合装置による前処理を行った結果、長さ
5cm 以下に細断することができた（写真 312-2）。
ミニロールカッターでのミニロールベールの荒破砕
時間は 1 分 / 個程度であった。細断混合装置では、
材料投入後約 10 分で長さ 5cm 以下に細断すること
ができた。また、細断混合装置は発酵した稲わらや
牧草も細断することができ、それらを乾燥した稲わ
ら等と混合することにより、堆肥化の原料調製にも
使用できることがわかった。とくに、発酵した稲わ
らや牧草は細断混合装置での解繊効果が高く、繊維
方向に縦裂けしてより小さな粒子となった。
（イ）材料の定量投入装置
除染作業等では、稲わらや牧草、雑草等の繊維系

のものから、木チップなどの粒子状のものまで、様々
な形状の除染物が発生する。したがって、減容化処
理設備では、様々な形状の材料に対応する必要があ
る。繊維系の材料は塊状になりやすく、木チップは
コンベアの間隙に挟まりやすい。実際に、定量供給

用のコンベアとしてスクリューコンベアを採用し、
定量投入のための試験を行った結果、発酵稲わらや
木チップ等がスクリューとカバーの間隙に詰まる現
象が発生した。そこで、詰まりを防止するようにコ
ンベア上部を U 字トラフ型にするとともに、スク
リューとカバーの間隙を 15mm に拡大する改造を
行った。

稲 わ ら や 牧 草 の 細 断 物 は 乾 物 か さ 密 度 が 約
120kg/m3 であるが、枝葉の破砕物の乾物かさ密度
が 200 ～ 250kg/m3、木チップは 250 ～ 300kg/m3

程度である。また、材料の水分により必要な供給量
も異なるため、スクリューコンベアは減速モーター、
インバーター、隔動タイマーを組み合わせることに
より、供給量を 10 倍以上変化することができる作
動方式にした。

定量供給機については、発生する粉塵をサイクロ
ンのみで除去できることがわかった。
（ウ）ロータリーキルン式乾燥機
前処理された材料は、ロータリーキルン式乾燥機

（写真 312-3）により、15 ～ 20％以下の水分まで乾
燥する。乾燥機の送風方向は並流方式とし、熱風の

写真 312-1　横軸カッティングミキサー（細断混合装置）の構造

写真 312-2　細断物の形状（左：乾燥牧草、右：発酵稲わら）
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吹き込み温度は 250 ～ 430℃とした。結露を防止す
るため排気温度 70℃で排気湿度 50％以下とし、除
塵のため設置したバグフィルターが耐熱温度 50℃
であったため、外気を取り入れながらバグフィル
ター部での排気温度が 50℃以下になるよう風量制
御を行った。

ロータリーキルン式乾燥機では、材料を攪拌して
材料と熱風とを効率良く接触させる必要がある。そ
こで、円筒内側に設置した攪拌板の曲げ角度（0、
15、30°）、長さ（2 種類）、取付枚数、攪拌板への
遮風板の取付方式、円筒の傾斜角度（2 段階）、円
筒内側外周の流量制御板の有無、円筒中央部への遮
風円筒の設置の有無等、条件を変えて乾燥試験を実
施した（写真 312-4）。

ロータリーキルン式乾燥機は、円筒（キルン）の
直径が 1.2m、長さが 4m で、乾燥能力 100kg/h に
なるよう設計した。しかし、乾燥試験の結果、長さ
4m では材料の円筒内での滞留時間が短く、乾燥時
間が十分に得られず、15 ～ 20％以下の水分まで乾
燥させるには排気温度が 100℃以上となり、乾燥能
力は 70kg/h 程度であった。

水分 58 ～ 66％で発酵の進んだ稲わらで乾燥試
験を行った際に、攪拌する間に円筒内で直径 10 ～
20cm 程度の球状の材料の塊が形成され、流動性が
悪くなり、詰まりが生じ発火する事態が発生した。
更に、繰り返しの試験の結果から、攪拌板の曲げ角
度を 15 及び 30°の 2 種類とする、遮風板の取付枚
数を半減させる、流量制御板なし、遮風円筒あり、
部分的に攪拌板の枚数を少なくする部位を設ける、
円筒の回転速度 30rpm 以上、円筒の傾斜角 1.5％な
どの条件を見出した。

乾燥機での除塵は、定量供給機での除塵と同様に、
サイクロンのみで行えることがわかった。
（エ）ハンマーミル式粉砕機
ハンマーミル式粉砕機は、稲わら等の繊維系の材

料に対する粉砕能力を高くするため、プレート型の
粉砕刃を導入した。ハンマーミル型粉砕機の上部蓋
の内側には洗濯板状の抵抗板が付いているが、予備
試験において繊維系の材料に対してはハンマーミル
内で材料が空転し粉砕能力が十分に得られない現象
が認められた。そこで、ハンマーミルの下網（スク
リーン）に1cm角の角柱状の抵抗バーを4本溶接し、
抵抗バーと粉砕刃との間隙を 10mm と 15mm に設
定した（写真 312-5、6）。その結果、抵抗バーなし、
抵抗バーありの間隙 10mm、15mm とで処理能力の
差は認められなかったが、間隙 10mm に比べ、抵
抗バーなしと間隙 15mm は負荷変動が大きく、材
料の空転が発生しやすく、頻繁に流量調整が必要に
なることがわかった（表 312-1）。したがって、抵抗
バーと粉砕刃との間隙は 10mm に設定することと
した。

また、水分 30％以上の材料を粉砕機に投入する

写真 312-3　ロータリーキルン式乾燥機の外観

写真 312-4　ロータリーキルン式乾燥機の円筒内部

写真 312-5　ハンマーミル式粉砕機の粉砕刃と抵抗バー
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と、粉砕機の負荷が急激に増加し処理能力が低下し
た。とくに、乾燥開始直後の材料が水分の高いまま
粉砕機へ供給される可能性が高いため、ロータリー
キルン式乾燥機の予熱を十分に行い、乾燥機の排気
の温湿度に注意しながら供給量を徐々に増やしてい
く必要があることがわかった。

更に、稲わらなどのかさ密度が低い材料を粉砕す
る際にも十分な処理能力を確保できるよう、粉砕機
の投入部は垂直に材料が落ちる構造にしたが、投入
部で粉砕材料が流動し、処理能力が低下することが
わかった。したがって、試験に用いた粉砕機は稲わ
らの粉砕能力が 140kg/h 程度であったので、実規
模のプラントの設計にあたっては粉砕刃の枚数を増
加させ、投入部の面積を広く確保する必要があるこ
とがわかった。なお、細断した雑草では粉砕能力が
稲わらの約 2 倍に達し、材料のかさ密度が粉砕能力
に影響することがわかった。

粉砕機以降の工程では微粉塵が発生するため、サ
イクロンとバグフィルターの組み合わせで除塵する
必要がある。
（オ）混合調整装置
飼料攪拌用の比較的安価な平型攪拌機に薬液噴霧

器で加水する構造を付加して、粉砕した材料の混合
試験を行った結果、約 15 分の攪拌により成型処理
には十分な均一性を保てる混合が行えることがわ
かった。なお、排出部の開口部の隙間から微粉塵が

飛散する可能性があるため、ビニールカバー等を設
置するなどの防塵対策を施す必要性のあることが分
かった。
（カ）成型装置
パイロットプラントでは傘型の傾斜ローラー・

ディスクダイ式成型機（写真 312-7）を導入したが、
この方式の成型機は家畜ふん堆肥の成型処理等にも
用いられているものの、かさ密度の低い稲わら粉砕
物等の場合、傾斜ローラーの直径の小さい部分での
材料の噛み込みが悪く、想定した処理能力が出ない
ことが明らかとなった。とくに、発酵稲わらの粉砕
物の成型処理の際には、傾斜ローラー上で塊が生じ
成型不能となる事態が発生した。このため、実規模
のプラントの設計においては、平歯車とディスクダ

平均 最小・最大

抵抗板なし 132.0 8.24 26～30 20～50

抵抗板あり・間隙10mm 128.9 7.36 22～28 22～32

抵抗板あり・間隙15mm 112.5 8.83 28～32 24～40

粉砕構造
電流値（A）粉砕量

ｋｇ／ｈ
消費動力

ｋW

写真 312-6　粉砕物の形状

表 312-1　抵抗バーの有無による稲わらの粉砕能力

写真 312-7　傾斜ローラー・ディスクダイ式成型機
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イの組み合わせによる方式の成型機に変更すること
とした。

また、成型機への材料供給にはチェーンコンベア
を採用したが、チェーンコンベアは駆動速度が遅い
ため材料の投入にムラが生じ成型能力が低下するこ
とが認められた。したがって、材料の供給がより均
一になるよう、成型機への材料供給にはバケットコ
ンベアが望ましいと考える。

成型盤の孔径φ 8mm で有効盤厚 24mm の場合、
成型適正水分はわら類で約 20％、雑草類で約 15％
であった（表 312-2）。成型処理によりかさ密度は
500kg/m3 以上となり、原材料の容積の 1/5 ～ 1/10
に減容化することができた。また、製作したペレッ

トの溶融温度は 1,000℃以上であった。
（キ）システム設計
以上の試験結果をもとに材料水分 40％での処理

能力 400、800、1,200kg/h の実規模プラントの試算
を行った結果、前処理を除いた設備本体価格でそれ
ぞれ 1.00、1.15、1.30 億円程度の導入コストと推定
される。主な装置の構成や能力、フロー図等は表
312-3 及び図 312-1 の通りである。除塵に関しては、
定量投入装置から乾燥機までがサイクロンのみによ
る除塵、粉砕機から成型機までがサイクロンにバグ
フィルターを組み合わせた除塵とした。

処理能力の最大の律速要因は、乾燥機の乾燥能
力である。材料水分 40％に比べ、水分 55％の枝葉

表 312-2　材料別の成型能力（3.7kW 成型機、φ 8mm × 24mm の成型盤使用時）
供試材料：ミニロール牧草破砕物（イタリアンライグラス）

原料含水率
製品成型
速度

製品化率
ペレット
かさ密度

推定成型
速度
(15kW)

推定成型
速度
(30kW)

推定成型
速度
(45kW)

％ kg/h ％ kg/m3 kg/h kg/h kg/h
18 55.1 99.0 652 275 551 826
20 56.0 98.0 598 280 560 840
22 72.0 98.2 496 360 720 1,080

供試材料：稲わら破砕物（一部発酵）

原料含水率
製品成型
速度

製品化率
ペレット
かさ密度

推定成型
速度
(15kW)

推定成型
速度
(30kW)

推定成型
速度
(45kW)

％ kg/h ％ kg/m3 kg/h kg/h kg/h
18 48.7 99.3 677 244 487 731
20 48.5 99.6 692 243 485 728
22 60.9 99.6 650 305 609 914
24 62.8 99.6 630 314 628 942

供試材料：雑草破砕物（マツヨイグサ、ヨモギ類、セイタカアワダチソウ混合）

原料含水率
製品成型
速度

製品化率
ペレット
かさ密度

推定成型
速度
(15kW)

推定成型
速度
(30kW)

推定成型
速度
(45kW)

％ kg/h ％ kg/m3 kg/h kg/h kg/h
18 84.4 94.1 382 422 844 1266
20 76.6 96.0 354 383 766 1149
22 成型不能

供試材料：牧草サイレージ乾燥破砕物（オーチャード主体、雑草も混合）

原料含水率
製品成型

速度
製品化率

ペレット
かさ密度

推定成型
速度

(15kW)

推定成型
速度

(30kW)

推定成型
速度

(45kW)
% kg/h % kg/m

3 kg/h kg/h kg/h
14 35.0 7.9 300.0 175.0 350.0 525
16 66.7 93.5 414.7 333.5 667.0 1,001
18 68.0 95.4 364 339.8 679.5 1,019
20 70.1 95.4 358 350.6 701.2 1,052

kg/m
3

kg/m
3

kg/m
3

原料処理能力 乾燥能力 成型能力 混合機
（水分40％相当） キルン寸法 バーナー能力 灯油消費量 撹拌容積 成型盤寸法 消費動力

ｋｇ／ｈ ｋｇ／ｈ ｋｇ／ｈ
400 100 300 φ1.5m×6ｍ  700MJ/h 約20L／h 1,200L×２台 直径30cm 15kW
800 200 600 φ1.8m×9ｍ 1,400MJ/h 約40L／h 1,800L×3台 直径40cm 30kW

1200 300 900 φ18m×12m 2,100MJ/h 約60L／h 1,800L×3台 直径60cm 45kW

成型機仕様乾燥機仕様

表 312-3　実規模プラントの主な装置
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では処理能力が 63％に、水分 65％の稲わらでは処
理能力が 50％に低下する。また、水分 90％の雑草
では 40％の雑草に比べ処理能力が 1/3 に低下する。

すなわち、水分の多い材料については、堆肥化によ
り水分 40％以下まで発酵乾燥させるなどの前処理
が必要になると考えられる（表 312-4）。
（ク）ランニングコスト
作業人員は、400kg/h のプラントは 3 人、800kg/

h 及び 1,200kg/h のプラントでは 4 人とする。人件
費は 1.5 万円 / 人 ･ 日、灯油価格は 90 円 /L、軽油
価格は 120 円 /L、ガソリン価格は 140 円 /L とする。
減容化設備とは別に、ホイールローダー（1.5t）及
び細断混合装置は別購入とし、フォークリフト（2t）
及びトラクタ（60PS 及び 80PS）はリースする。稼
働日数は 250 日 / 年とし、作業時間は 8h/ 日であ
るが、前述した木チップとの混合作業に割かれる時
間を考慮し、成型機と乾燥機の稼働可能時間を 6 時
間とする。

以上からランニングコストを試算した結果、製品
ペレット 1kg 当たりのランニングコストは、設備
の減価償却費を除外した場合、400kg/h のプラント
で 34.0 円 /kg、800kg/h で 32.6 円 /kg、1,200kg/h

図 312-1　実規模プラントのフロー図

原料
含水率

原料100kg
の所要蒸発

量

蒸発量
割合

乾燥機
処理能力

％ ｋｇ ％ ％
15 0.0 0
20 5.9 20 500.0
25 11.8 40 250.0
30 17.6 60 166.7
35 23.5 80 125.0
40 29.4 100 100.0
45 35.3 120 83.3
50 41.2 140 71.4
55 47.1 160 62.5
60 52.9 180 55.6
65 58.8 200 50.0
70 64.7 220 45.5
75 70.6 240 41.7
80 76.5 260 38.5
85 82.4 280 35.7
90 88.2 300 33.3
95 94.1 320 31.2

表 312-4　材料水分と乾燥処理能力の関係
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で 25.6 円 /kg であった。設備の減価償却費を加え
ると、それぞれ 61.0、47.8、36.8 円 /kg に上昇する（表
312-5、6）。

とくに人件費の負担割合が高いので、低コストに
処理を行うためには水分の低い材料を持ち込み、減
容化設備の処理能力を高めることが必須と考えられ
る。また、ペレットと乾燥木チップとの混合装置を
別に用意し、成型機の稼働時間を 8 時間以上にすれ
ば 30％程度のコスト低減が可能と考えられる。な
お、除染物をペレット化せずそのままフレコンバッ
グで保管する場合と比較すると、800kg/h 以上のプ
ラントではペレット化した方が低コストに処理でき
ると判断される。

エ　考　察
（ア）前処理
減容化処理設備の前処理設備として横軸カッティ

ングミキサーとミニロールカッターが適当であり、
これらの前処理により材料が小さく裁断されること

で乾燥での効率が高くなると考えられる。本工程で
は粉塵発生量が多くなるので除塵装置を備える必要
がある。
（イ）材料の定量投入装置
定量投入装置としてはスクリューコンベアが適当

で、スクリューとカバーの間隙での詰まりを防止す
るために、コンベア上部をＵ字トラフ型にし、間隙
を 15mm に拡大する改造が必要である。材料によっ
て乾物かさ密度が大きく異なり、水分によっても必
要な供給量が異なるため、スクリューコンベアには
減速モーター、インバーター、隔動タイマーを装備
し供給量を 10 倍以上変化させられるようにする。
定量供給機では粉塵除去はサイクロンのみで十分で
ある。
（ウ）ロータリーキルン式乾燥機
パイロットプラントでは 4m 長のロータリーキル

ンを使用したが、吹き抜けによる乾燥効率の低下が
みられたので、実規模プラント設計においては、ロー
タリーキルン式乾燥機の円筒径と全長を調整し十分

単位

原料処理能力 kg/h 400 800 1,200

製品処理能力 kg/h 300 600 900

製品出来高 t/日 1.8 3.6 5.4

作業人員 人 3 4 4

人件費 万円/日 4.5 6.0 6.0

作業機燃料代 万円/日 0.34 0.68 1.02

乾燥機燃料代 万円/日 1.08 2.16 3.24

電気代 万円/日 0.6 1.2 1.8

施設整備費 万円/日 0.40 0.46 0.52

リース料 万円/日 1.08 1.08 1.08

作業機整備費 万円/日 0.16 0.16 0.16

ランニングコスト合計 万円/日 8.16 11.74 13.82

ランニングコスト合計 万円/t 4.53 3.26 2.56

設備減価償却費 万円/日 4.0 4.6 5.2

作業機減価償却費 万円/日 0.857 0.857 0.857

減価償却費合計 万円/t 2.70 1.52 1.12

減価償却費込みコスト 万円/t 7.23 4.78 3.68

処理能力別コスト

表 312-6　実規模プラントのランニングコスト

原料処理能力 製品処理量設備価格 耐用年数 減価償却費

kg／h kg／h 万円 年 万円／年
400 300 10,000 10 1,000
800 600 11,500 10 1,150

1200 900 13,000 10 1,300

表 312-5　実規模プラントの価格と減価償却費



─ 68 ─

な乾燥時間を確保する必要がある（表 312-3 参照）。
また、内部構造としては、攪拌板の曲げ角度を 15
及び 30°の 2 種類とする、遮風板の取付枚数を半減
させる、流量制御板なし、遮風円筒あり、部分的に
攪拌板の枚数を少なくする部位を設ける、円筒の回
転速度 30rpm 以上、円筒の傾斜角 1.5％などの条件
が必要である。乾燥機での除塵はサイクロンと耐熱
性ブロワーの組み合わせで排気を行い、サイクロン
への粉塵の流入量を少なくするため、乾燥機の排気
口部の流速を抑えるよう排気口径を大きくする必要
がある。
（エ）ハンマーミル式粉砕機
ハンマーミルでの材料の空転を防ぐため、下網

に 1cm 角の抵抗バーを溶接し、抵抗バーと粉砕刃
との間隙は 10mm に設定する。また、ロータリー
キルン式乾燥機での乾燥においては乾燥前の予熱を
十分に行い、乾燥機の排気の温湿度に注意しながら
供給量を徐々に増やしていく必要がある。更に、材
料ごとの粉砕能力が材料のかさ密度により制限され
ることが分かったので、実規模プラントの設計にあ
たっては、粉砕刃の枚数を増やし、投入部の面積を
広く確保する必要がある。粉砕機以降の工程ではサ
イクロンとバグフィルターの組み合わせで除塵す
る。
（オ）混合調整装置
飼料攪拌用の平型攪拌混合装置に薬液噴霧器で加

水する構造を付加することで、約 15 分の攪拌で成
型処理には十分な混合が行える。
（カ）成型装置
パイロットプラントでは円錐型のローラーを使用

したが、繊維系材料で成型性能が劣ったので、実規
模プラントでは、平歯車型のローラーとディスクダ
イの組み合わせによる方式の成型機を採用する。ま
た、材料供給用のコンベアには均一な供給を行える
ようバケットコンベアが望ましい。
（キ）システム設計
材料水分 40％での処理能力 400、800、1,200kg/h

の実規模プラントの試算の結果、前処理を除いた設
備本体価格でそれぞれ 1.00、1.15、1.30 億円程度の
導入コストと推定された。プラントの処理能力は乾
燥機の乾燥能力により律速するため、水分の多い材
料については堆肥化により水分 40％以下まで発酵
乾燥させるなどの前処理が必要になると考える。

（ク）ランニングコスト
ランニングコストの試算から、製品ペレット 1kg

当たりのランニングコストは設備の減価償却費を除
外して 400kg/h のプラントで 45.3 円 /kg、800kg/h
で 32.6 円 /kg、1,200kg/h で 25.6 円 /kg であった。
とくに人件費の負担が大きいので、低コスト処理の
ために低水分の材料を投入し設備の処理能力を高め
ることが必須である。また、ペレットと乾燥木チッ
プとの混合装置を別に用意し、成型機の稼働時間を
8 時間以上にすれば 30％程度のコスト低減が可能と
考えられる。なお、除染物をペレット化せずその
ままフレコンバッグで保管する場合と比較すると、
800kg/h 以上のプラントではペレット化した方が低
コストに処理できると判断される。

オ　今後の課題
（ア）減容化設備の処理能力に影響を及ぼす最大

要因は、材料の含水率である。含水率の高いもの
については、堆肥発酵による発酵乾燥により水分
40％以下にする処理技術を確立する必要がある。
（イ）樹皮及び堆肥などの処理技術を確立する必

要がある。

カ　要　約
（ア）稲わら等の作物残さ、雑草、枝葉等の除染

物について細断、乾燥、粉砕、混合、成型の処理に
よりかさ密度 500kg/m3 以上のペレットに加工する
ことにより、もとの容積の 1/5 ～ 1/10 に減容化し、
フレコンバッグに収納し屋内保管できる処理技術が
開発できた。
（イ）稲わら、雑草、牧草等の繊維系材料は細断

混合装置により 5cm 以下の長さに効率よく破砕す
ることができ、乾燥以降の作業に支障はなかった。
（ウ）稲わら等のかさ密度の低い材料にも対応で

きる乾燥機の内部形状と粉砕機の仕様を決定し、運
転条件も明らかにすることができた。
（エ）処理能力 400、800、1,200kg/h の実規模プ

ラントの設計を行い、主要機器の設計仕様を明ら
かにした。ランニングコストは水分 40％の材料に
ついては、それぞれ 45.3、32.6、25.6 円 /kg（製品）
であり、処理前に材料水分を低下させることがコス
ト低減のため重要である。本成果は設備を導入する
自治体に運転方法の検討素材を与えることができ
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る。

研究担当者（薬師堂謙一、重田一人、小林有一、
塚本隆行、竹倉憲弘 *、吉田貴紘）

３　汚染物質の一時保管技術の開発
ア　研究目的
除染作業等に伴い発生する、低濃度の放射性物質

で汚染された作物や雑草、作物残さ、落葉、枝葉等
について、安全・安定的にペレットやチップに減容
化する技術を開発する。落葉、枝葉等については乾
燥・粉砕処理後に 8,000Bq/kg を超える材料が搬入
されることも予想されることから、作業員の放射線
被曝量を低減させるための簡易な遮蔽構造や、待機
室の構造を明らかにする。

イ　研究方法
福島県川俣町の現地において、L 型コンクリート

擁壁（高さ 2m、幅 1.4m、厚さ 10cm）により、数
万 Bq/kg の材料を詰めたフレコンバッグからの放
射線被曝低減効果を明らかにする。シンチレーショ
ンサーベイメーター（日立アロカ TCS-171B）でコ
ンクリート擁壁前後の空間線量を測定するととも
に、鉛カバーを取り付け、一方向での線量低下効果
を測定した。また、除染物減容化処理設備での作業
時における作業員の内部被曝を防止するため、作
業環境の粉塵発生量を測定した。粉塵量はローボ
リュームサンプラ（柴田科学 LV-40BR ＋ A 型ホル
ダー）で、相対粉塵量はデジタル粉塵計（柴田科学
DL-5：光散乱式）で測定した。

ウ　研究結果
（ア）コンクリート擁壁による放射線遮蔽効果
減容化処理設備を設置した福島県川俣町山木屋細

畑の施工前の空間線量は、シンチレーションサーベ
イメーターで測定した結果 2.1 ～ 2.6 μ Sv/h であっ
たが、表土除去後に砂利層 30cm、コンクリート
層 10cm を打設し、ビニールハウス内にプラントを
設置した結果、作業現場の空間線量は 0.3 ～ 0.6 μ
Sv/h に低下した。

減容化処理設備の端にコンクリート L 型擁壁を
設置し、擁壁の後側にチッパーで破砕した針葉樹枝
葉粉砕物を入れたフレキシブルコンテナバッグ（以

下フレコンバッグ）を置いて、擁壁 1m 地点での遮
蔽効果を検討した。ヒバ枝葉のフレコンバッグの場
合、鉛カバーが無い状態での平均空間線量は、フレ
コンバッグ側で 0.465 μ Sv/h であり、コンクリー
ト擁壁により 0.287 μ Sv/h に低下する（図 313-1）。
鉛カバーを装着して測定した条件では、フレコン
バッグ側で 0.200 μ Sv/h が 0.083 μ Sv/h に低下し、
58.5％の低減効果が認められた（図 313-2）。スギ枝
葉では、フレコンバッグ側で 0.942 μ Sv/h であり、
コンクリート擁壁により 0.390 μ Sv/h に低下する

（図 313-3）。鉛カバーを装着して測定した条件では、
フレコンバッグ側で 0.497 μ Sv/h が 0.132 μ Sv/h
に低下し、73.5％の低減効果が認められた（図 313-
4）。鉛カバーにより周辺からの放射線の影響を低減
した図 313-2 と図 313-4 を比較すると、フレコンバッ
グ側で 0.742 μ Sv/h 線量が増加し、これに対しコ
ンクリート擁壁越しの線量の増加量は 0.049 μ Sv/
h となっており、低減割合は 93.4％と考えられる。
なお、高さ 1m 地点の空間線量は、コンクリート擁
壁により 0.4 μ Sv/h 以下に低減しているため、土
嚢等の追加の低減対策は不要と判断した。また、作
業員の待機室内の空間線量は0.4μSv/h以下であっ
たので特別な対応は不要と判断した。
（イ）除染物減容化作業環境における粉塵発生量
前処理工程における粉塵発生状況を表 313-1 に示

す。山木屋細畑地区で収集されたヨモギ類とススキ
主体の雑草をミニロールベールは、1 本の長い麻ひ
も（トワイン）で巻かれているため細断混合装置に
入れる前に、ミニロールベール破砕機により荒破砕
する（写真 313-1）。次に荒破砕した材料をフォー
クリフトで細断混合装置に投入し（写真 313-2、3）、
細断したものを減容化設備に搬入する（写真 313-
4）。作業前の環境粉塵量は 0.14mg/m3 であったが、
ミニロールベール解体時には 1.4 ～ 7.6mg/m3 に増
加し、細断混合装置への投入時にも 2.7 ～ 5.3mg/
m3 と高い値を示した。除染電離則による高濃度汚
染、高粉塵作業の基準値（粉塵量 10㎎ /m3 におい
てセシウム濃度 50 万 Bq/kg）1）以内の粉塵量であっ
た。

減容化作業工程での粉塵発生量を表 313-2 に示
す。作業前環境の粉塵量は 0.08 ～ 0.11mg/m3 であっ
た。原料を投入する定量供給機からロータリーキル
ン乾燥機（写真 313-5）までの間は密閉されており、
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図 313-3　スギ枝葉破砕物からのコンクリート擁壁によるγ線遮蔽効果（鉛カバー無し）

図 313-4　スギ枝葉破砕物からのコンクリート擁壁によるγ線遮蔽効果（鉛カバー有り）

図 313-2　ヒバ枝葉破砕物からのコンクリート擁壁によるγ線遮蔽効果（鉛カバー有り）

図 313-1　ヒバ枝葉破砕物からのコンクリート擁壁によるγ線遮蔽効果（鉛カバー無し）
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定量供給機と乾燥機には集塵機がついているが、乾
燥機の内部確認をする際には集塵しきれずに粉塵の
発生があった。集塵はサイクロンとバグフィルター
の 2 重装備にしたが、バグフィルターまで粉塵がこ
なかった。

また、汚染濃度の高い材料と混合するための副原

料をフレコンバッグで別に投入するが、フードと集
塵機を設置したが一部粉塵が漏れて 0.53 ～ 0.93mg/
m3 の粉塵が発生した（写真 313-6）。しかしながら、
その後の材料の混合調製（写真 313-7）、成型時には
0.14 ～ 0.27mg/m3 の粉塵発生量にとどまっていた。

写真 313-1　ミニロールベール解体作業

写真 313-3　細断混合装置への投入作業

写真 313-2　荒破砕物の積載作業

写真 313-4　細断物の減容化設備への投入作業

相対粉じん量 粉じん量

ｃｐｍ mg/m3

4 2013/1/11 2 B 作業前環境 8.7 0.138

4 2013/1/11 3 B 作業前環境 8.9 0.142

4 2013/1/11 4 B 作業前環境 8.5 0.136

6 2013/1/11 2 B ミニロール解体 89.4 1.387

6 2013/1/11 3 B ミニロール解体 397.1 7.563

6 2013/1/11 4 B ミニロール解体 304.7 5.286

7 2013/1/11 2 B ミニロール細断 152.6 2.734

7 2013/1/11 3 B ミニロール細断 333.5 5.293

7 2013/1/11 4 B ミニロール細断 280.7 4.585

試験区 測定日 粉じん計番号 作業棟 作業

表 313-1　前処理工程における粉塵発生量調査（雑草ミニロールの解体・細断作業）
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写真 313-5　乾燥機と点検

写真 313-6　フレコンバッグでの投入作業

写真 313-7　混合調製作業（緑色の円筒が混合機）

相対粉じん量 粉じん量

ｃｐｍ mg/m3

5 2013/1/11 1 A 作業前環境 4.1 0.084

5 2013/1/11 2 A 作業前環境 7.4 0.109

5 2013/1/11 3 A 作業前環境 8.4 0.113

5 2013/1/11 4 A 作業前環境 5.9 0.103

1 2013/1/9 1 A フレコン投入 61.4 0.532

1 2013/1/9 2 A フレコン投入 79.0 0.639

1 2013/1/9 3 A フレコン投入 90.3 0.770

1 2013/1/9 4 A フレコン投入 89.1 0.927

2 2013/1/9 1 A 混合調製 24.8 0.180

2 2013/1/9 2 A 混合調製 28.4 0.141

2 2013/1/9 3 A 混合調製 22.1 0.174

2 2013/1/9 4 A 混合調製 20.7 0.186

3 2013/1/11 1 A 混合調製・成型 12.5 0.274

3 2013/1/11 2 A 混合調製・成型 18.1 0.230

3 2013/1/11 3 A 混合調製・成型 15.5 0.205

3 2013/1/11 4 A 混合調製・成型 10.8 0.196

試験区 測定日 粉じん計番号 作業棟 作業

表 313-2　減容化作業工程における粉塵発生量調査（フレコン投入、混合調製、成型作業）
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エ　考　察
コンクリート擁壁による放射線遮蔽効果につい

て、鉛カバーにより周辺からの放射線の影響を低減
した図 313-2 と図 313-4 を比較すると、フレコンバッ
グ側で 0.742 μ Sv/h 線量が増加し、これに対しコ
ンクリート擁壁越しの線量の増加量は 0.049 μ Sv/
h となっており、低減割合は 93.4％と考えられる。
なお、高さ 1m 地点の空間線量は、コンクリート擁
壁により 0.4 μ Sv/h 以下に低減しているため、土
嚢等の追加の低減対策は不要と判断した。また、作
業員の待機室内の空間線量は0.4μSv/h以下であっ
たので特別な対応は不要と判断した。

除染物減容化作業中の粉塵発生量については、特
に前処理でミニロールベールの解体作業時の粉塵発
生量が多かった。細断混合装置自体には集塵用の
フードを設けていたが、前後の作業工程で粉塵が多
く発生する場合に対応するため、前処理作業域全体
にフードを設け、集塵機で除塵することが必要と考
えられる。また、減容化設備本体については、定量
供給機とロータリーキルン乾燥機にサイクロン式集
塵機とバグフィルターを二重につけていたが、バグ
フィルターまで微粉塵がこなかったためサイクロン
式集塵機のみで十分と判断された。なお、乾燥機か
らの排熱温度は 100℃以上ありバグフィルターを守
るため外気吸入により吸入温度を下げる構造にして
いたが、耐熱ブロワーを使用し吸引風量を上げるこ
とにより、点検時の粉塵の排出量も削減できると考
えられる。

粉砕機以降は微粉塵がバグフィルターで回収され
たためサイクロン集塵機との併用が必要であること
がわかった。なお、フレコンバッグ投入時に粉塵の
飛散が一部見られたので、カバー部の構造を改良す
ることにより良好な作業環境が保たれると考えられ
る。

オ　今後の課題
現地実証試験を行った福島県川俣町山木屋細畑の

現地で採取した材料中の放射性セシウム濃度の最高
値は 56,000Bq/kg（乾物）であったが、コンクリー
ト製 L 型擁壁で作業者の外部被曝を低減できるこ
とが明らかとなった。より高濃度の材料を取り扱う
場合には、同様の測定を行い L 型擁壁に土嚢を積
むなどの対策を検討する必要がある。

カ　要　約
コンクリート擁壁による放射線遮蔽効果につい

て、厚さ 10cm のコンクリート擁壁の遮蔽効果は空
間線量で 58.5 ～ 73.5％の低減効果を示し、鉛カバー
をつけて 1 方向からの線量で比較した結果、93.4％
の低減効果が認められた。

減容化設備の前処理作業時の粉塵発生量は、ミニ
ロール解体時の粉塵発生量が多く、作業域全体の集
塵対策をとる必要のあることが分かった。

減容化設備内での粉塵発生量は、乾燥粉砕物のフ
レコンバッグ投入作業時に 0.53 ～ 0.93mg/m3 と高
くなったものの、その他の作業では 0.27mg/m3 以
下と低い値に留まった。各機器の除塵方法として
は、投入部から乾燥機出口までがサイクロン式集塵
機、粉砕工程以降はサイクロン式集塵機とバグフィ
ルターの 2 段階の集塵装置が必要であった。

キ　引用文献
1）国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター
（2011）．放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物
処理処分（技術資料）．

研究担当者（薬師堂謙一 *、塚本隆行、竹倉憲弘）

４　落葉・枝葉の減容化技術の開発
ア　研究目的
除染作業等に伴い発生する、低濃度の放射性物質

で汚染された落葉、枝葉等について、安全・安定的
にペレットやチップに減容化する技術を開発する。
これら回収物について、乾燥・粉砕・混合・成型処
理等の稼働試験を行い、ペレットやチップで安定的
に保管できる処理システムを構築する。

イ　研究方法
除染作業に伴い発生する落葉、枝葉等について、

水分 15％以下まで乾燥し安定的に保管できるペ
レットやチップに加工する。ペレットのセシウム濃
度は 8,000Bq/kg 以内とし、減容化目標はペレット
で 500kg/m3 以上、広葉樹チップで 250kg/m3 とす
る。また、ペレットについては将来的な燃焼処理に
対応させるため、溶融温度 1,100℃以上とする。処
理量 200kg/h 規模の減容化処理設備の稼働試験を
行い、最適運転条件を明らかにすると共に、実プラ



ント建設のための設計値を得る。

ウ研究結果

a 試料

森林総合研究所周辺、及び福島県川俣町山木屋地

区にて、針葉樹枝葉、広葉樹枝葉、タケを採取した。

森林総合研究所周辺からは、スギ枝葉、ヒマラヤ

スギ枝葉、ケヤキ落葉、スギ木部を採取した。表

314-1 tこ入手場所、原料含水率、かさ密度等を示す。

スギ枝葉は森林総合研究所本所（つくば市）及び多

摩森林科学園（八王子市）の実験林伐倒木より得た。

なお森林総合研究所本所からのスギは 5年生未満で

根元直径が lOcm程度のため、枝打ちを行わずその

ままの状態で用いた。ヒマラヤスギ枝葉は多摩森林

科学園実験林の伐倒木を枝打ちして得た。ケヤキ落

葉は森林総合研究所本所構内道路より収集した。ス

ギ木部はチップの状態で茨城県内の製材工場から入

手した。表 314-2に福島県川俣町で採取した試料の

原料含水率、かさ密度を示す。現地試料は民家の敷

地及び民有林に植生する針葉樹、広葉樹、タケを枝

打ちまたは伐倒して得た。主な樹種は針葉樹がスギ、

サワラ、広葉樹がクワ、サクラ、タケはモウソウチ

クである。

b 粉砕 ・成型 ・放射性セシウム濃度・灰溶融

試験

処理量 200kg/h規模の減容化処理設備の試作、

設置に先立ち、森林総合研究所等で所有する既存設

備を用いて、粉砕 ・成型試験を行った。本試験は減

容化処理設備の処理フローに対応できるように、 一

次粉砕、乾燥、二次粉砕、ペレット成型の手順で、行っ

た。一次粉砕は移動式粉砕機（大橋製 GSC-281D、

標準処理能力 5.0m3/h）を用いて行い、粉砕物を平

型乾燥機（金子農機製 HAD-180FHT）等にて乾燥

した。なおケヤキ枝葉及びスギ木部に対しては一次

粉砕工程を省略した。続いて粉砕物及びケヤキ枝葉

を勇断式粉砕機（北進産業機械製 HSK-120）にて

三次粉砕し、二次粉砕物の含水率を 15～ 20%程度

に調整した。ペレット成型試験は、フラットダイ型

ベレタイザ（キクカワエンタープライズ製（写真

314-1、標準成型能力 30kg/h）または不二パウダル

製）にて行った。

写真 314-2に現地での試料収集、粉砕工程の様子

を示す。

当該試験の後、福島県川俣町に設置した減容化処

表314-1 スギ枝葉、ヒマラヤスギ枝葉、ケヤキ落葉試料の入手場所、含水率、かさ密度

（森林総合研究所等から入手）

試料名

入手場所

原料含水率
（湿量基準%）

かさ密度（kg/m3)

写真

スギ枝葉 ヒマラヤスキ．枝葉 ケヤキ落葉

茨城県つくば市

19.9 
自然乾燥状態

30 

つくば市、八王子市｜ ：東京都八王子市

60.9 I 48.2 
生材 ｜ 生材

130* 80 

一マJ
J

一「一
＊農林水産技術会議PJ「地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発｜｜

系」平成21年度報告書（50kg-dry/m3）より換算

表314-2 現地 （福島県川俣町山木屋地区）調達試料の樹種、原料含水率、かさ密度

針葉樹 広葉樹 タケ

樹種 スギ、サワラ クワ、サクラなど モウソウチク

原料含水率（%） 53.7 50.5 39.5 

原料 54.4 47.7 191 
かさ密度
(kg/m3) 一次

277 283 205 
粉砕後
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写真314-1 フラットダイ型ペレタイザ

（標準成型能力 30kg/h、写真左は本体、写真右は成型部分のカバーを外した状態）

枝払い 運搬 チップ化（一次粉砕）

写真314-2 現地での試料収集、運搬、チップ化

理設備（課題名「減容化のための乾燥、粉砕、成型

技術の開発」）にて粉砕・乾燥・混合・成型試験を行っ

た。

試料のかさ密度及びペレットの機械的耐久性測定

は日本木質ペレット品質規格（日本木質ペレット

協会 1））にほぼ準拠して 5Lの容器を用いて行った。

ただし粉砕前試料のかさ密度は、200Lのプラスチッ

ク容器に試料を満杯にし、その重さを容積で除して

求めた。

放射性セシウム濃度測定はゲルマニウム半導体

検出器を用いて測定時間 1,800s又は 3,600sで行い、

測定値はセシウム 134と137の合計値とした。

灰溶融試験は角型の灰皿（外寸 68mm×45mm

× lOmm）にペレット 7～ 8gを置き、灰皿を電気

コンロ上で灰化させた（写真 314-3左）。その後灰

皿を予め uoo℃に加熱した環状電気炉に移した（写

真 314-3右）。所定温度で 10分間加熱後に灰皿を取

り出し目視で溶融具合を観察した。以降、加熱温度

を50℃ずつ上げながら 1,300℃に達するまで同様の

操作を繰り返した。

ペレット成型物の安定保管の指標として、本研究

では機械的耐久性試験値を採用した。写真 314-4に

本試験で使用する装置を示す。本装置の諸元は欧

州規格（EN15210-l)及び（一社）日本木質ペレッ

ト品質規格で定められている。耐久性試験はまず

ペレット 500gずつを両側の箱型容器に入れた後、

50rpm、lOmin回転による衝撃を連続的にペレット

に与えた。その後試料を取り出して孔径 3mmの円

孔ふるいにかけ、ふるい上重量を測定した。ふるい

上重量が97.5%以上であれば規格値に適合する。

c 粉砕・成型による減容化効果

表314-3に森林総合研究所等で収集した枝葉、落

葉を粉砕、ペレット成型した際のかさ密度、機械

的耐久性を示す（吉田ら 2））。かさ密度は粉砕で

250kg/m3以上、ベレット成型で 580kg/m3以上と

なり、当初目標値（ベレットで 500kg/m3以上、広

葉樹チップで 250kg/m3以上）を達成した。減容化

の効果（粉砕・ペレット成型後のかさ密度を粉砕前

のかさ密度で除する）は、粉砕で最大で 1/5に、ペ

レット成型で最大で 1/25に達した。またペレット
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写真314-3 灰溶融試験 （左 ：電気コンロでの灰化、右 ：電気炉での溶融試験）

a汐へ
句~1 ,f 
'¥..I/ 

、九町、～L3
230x50m 

写真314-4 機械的耐久性試験機 （左：装置写真、右：側面の箱型容器の図面）

表314-3 粉砕、ペレット成型後のかさ密度、ベレッ

トの機械的耐久性

試料名 スギ枝葉 ヒマラヤスキ．枝葉 ケヤキ落葉

かさ密度（kg/m3）カツコ肉数字は含水率(i里量基準%）

粉砕前 130 (60.9)* 80 (48.2) 30 (19.9) 

一次粉砕後 220 (19.6) 300 (13.2) 

二次粉砕後 310 (19.4) 440 (12.4) 250 (17.6) 

へ。レット化後 580 (17.0) 660 (11 .4) 760 (14.8) 

へ。レット
98.3% 98.2% 

機械的耐久性

の機械的耐久性は品質規格に適合した。

写真 314-5にペレットの灰溶融試験後の状態を示

す。灰が溶融するにつれて形が小さくなり色が透明

に近づいてくることが、今回の試験では 1,100℃で

はその状態まで至らなかった。従って枝葉ペレット、

枝葉と木部の混合ペレットでいずれも 1,100℃以上

であることがわかった。

工考察

先の結果で示したように、スギ枝葉単独でペレッ
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1, 150°C 

’ ．，． ． ・．． 

写真314・5 灰溶融試験結果
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ト成型は可能なことを明らかにした。しかし、生産
性が装置の標準生産速度（30kg/h）の 1/3 程度に
しか至らない問題点も見出された。この問題の解決
のため、枝葉に木部を混合してペレット成型を行っ
た。結果を表 314-4 に示す。このように枝葉の実質
の消費速度を落とさずに、強度的にも十分な混合ペ
レットを成型可能なことを明らかにした（吉田ら
2））。表 314-5 に稲わら、雑草等の草本系試料を混合
した際のかさ密度等の結果を示す。かさ密度や機械
的耐久性が若干低いものの、草本系の混合により枝
葉の消費速度を向上できることがわかった。

更に枝葉と他試料の混合で放射性セシウム濃度低
減も可能となる。木部や草本系試料は枝葉に比べて
放射性セシウム濃度は低い傾向にある。表 314-4、
314-5 に枝葉と木部、草本系試料の混合による放射
性セシウム濃度を示す。いずれの場合でも枝葉の混
合率が下がるにつれて混合ペレットの放射性セシウ
ム濃度が低下した。従って放射性セシウム濃度の低
い木部や草本系試料との混合で、枝葉の安定的なペ
レット成型と放射性セシウム濃度の低減が可能なこ
とがわかった。

表 314-6 に各種ペレット、粉砕物の発熱量、灰分
等を示す。草本系試料は木部試料に比べて発熱量が
低いため、枝葉と草本系試料との混合により発熱量
は若干の低下が予想される。また灰分は稲わらで特
に高く、枝葉と稲わらとの混合により灰分量の増加
が予想されるが、灰分中の放射性セシウム濃度が相
対的に低くなることが考えられる。またペレットの
含水率は混合ペレットで 15％を下回っており、当
初目標の水分 15％以下の減容化物の製造が可能で
あることを示している。

表 314-7 にスギ、サワラ、クワ、タケを移動式粉
砕機で粉砕時の粉塵濃度を示す。粉塵濃度は 0.74
～ 1.87mg/m3 の範囲でありタケで多い傾向にあっ
た。いずれの結果も産業衛生学会の許容濃度（総粉
塵で 4mg/m3）以下であった。図 314-1 に作業者の
放射線被曝量を示す。これは作業者が屋外にて 15
日間、スギ、サワラ、クワ、タケ等を合計 60m3（フ
レコン換算）粉砕した際の、携帯線量計で記録した
積算線量である。ここから年間の被曝量は 0.99 μ
Sv に相当し、ICRP が勧告する公衆の実効線量限度

（1mSv/y）範囲内であることがわかった。

表 314-4　木部試料混合によるかさ密度、ペレットの機械的耐久性、放射性セシウム濃度

試料名 スギ木部のみ スギ枝葉のみ ｽｷﾞ木部＋ｽｷﾞ枝葉
混合（１：１）

かさ密度(kg/m3)  カッコ内数字は含水率（湿量基準）

粉砕前 730 (55.0)* 130 (60.9)
一次粉砕後 153 (14.3) 179 (13.5)
二次粉砕後 250 (9.3) 246 (11.7)
ﾍﾟﾚｯﾄ化後

（下段数値は原料供給量）

677 (8.1)
40kg/h

580 (17.0)
10kg/h

595(14.2)
20kg/h

ﾍﾟﾚｯﾄ
機械的耐久性

96.5 98.3 98.6

放射性ｾｼｳﾑ濃度
(Bq/kg-dry)

不検出 855 340

粉砕物(a) ペレット(b) （実測値） （計算値）

スギ枝葉 202 367 1.8 92.0 1,200
スギ枝葉  (直径6mm） 10 310 580 1.9 98.3 855
雑草 176 383 2.2 133
稲わら 50 126 692 5.5 99.0 32
枝葉1：雑草4 76 179 410 2.3 83.8 527 346
枝葉1:雑草2：稲わら2 62 148 464 3.1 94.7 339 306

サワラ枝葉 241 16,000
稲わら 50 126 692 5.5 99.0 70
サワラ枝葉1:稲わら2 58 157 631 4.0 5,320 8,880
サワラ枝葉1:稲わら3 55 148 642 4.3 3,350 4,053
サワラ枝葉1:稲わら5 58 134 664 5.0 2,470 2,725

かさ密度

(kg/m3)
放射性Cs濃度

(Bq/kg-dry)減容比
(b/a)試料

機械的
耐久性

(%)

原料供給速度
(kg/h)

表 314-5　草本系試料混合によるかさ密度、ペレットの機械的耐久性、放射性セシウム濃度
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図 314-2 に現地で収集したスギ、サワラ、クワ枝
葉に対して、フレコン（内容積 1m3）からの空間線
量率と試料の放射性セシウム濃度との相関を示す。
フレコンの空間線量率は地上 1m の高さにおいてフ
レコン表面から 5cm 離れた位置から測定した。バッ
クグラウンド値のばらつきが大きかったために差分
換算は行っていない。このばらつきは地上及び隣接
フレコンからの放射線の影響によるものと考えられ
る。しかしながら、フレコンの空間線量率と放射性
セシウム濃度とはある程度の相関が見られた。従っ

てこのような相関を調べることにより、今後実機レ
ベルで除染物を減容化するにあたって、原料の放射
性セシウム濃度をある程度予測可能と考えられる。

以上の結果から、各工程の処理能力や適正処理条
件を材料別に明らかにすると共に、実機設計のため
の基礎データを取得した。

オ　今後の課題
現地の事情で樹皮を調達できなかったため、これ

を希釈材に用いた混合ペレット加工ができなかっ

樹種 場所 粉じん質量濃度
(mg/m3)

スギ ①投入口付近 0.80
②フレコン周辺 0.74

サワラ ①投入口付近 0.61
②フレコン周辺 1.01

クワ ①投入口付近 0.69
②フレコン周辺 0.68

タケ ①投入口付近 1.28
②フレコン周辺 1.87
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表 314-7　各種枝葉の粉砕における粉塵濃度

図 314-1　枝葉粉砕作業時の作業員の積算被曝線量

y = 9665.1x + 3860.4
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図 314-2　枝葉フレコン容器からの空間線量率と放射性セシウム濃度との相関

高位発熱量
(MJ/kg-dry)

低位発熱量
(MJ/kg-Wet)

スギ木部ペレット 20.5 16.5 10.1 0.4
スギ葉ペレット 21.7 16.2 18.3 6.9
スギ木部＋枝葉1:1混合ペレット 21.1 17.0 12.8 3.7
稲わら＋スギ枝葉1:1混合ペレット 18.5 15.5 8.9 9.2
ケヤキ葉ペレット 18.5 14.2 14.2 13.6
スギ樹皮ペレット 19.7 15.7 13.1 3.4
稲わらペレット 15.8 10.9 21.1 17.5
雑草（ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ）ペレット 18.2 13.2 19.7 4.8
もみ粉砕物 18.2 13.7 15.9 4.8

含水率
(wt%-wet)

灰分
(wt%-dry)

表 314-6　各種ペレット、粉砕物の発熱量、灰分
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た。しかし森林総合研究所のペレット成型機で樹皮、
枝葉それぞれの成型が可能なことを確認しており、
現地での混合ペレット製造は可能であると判断して
いる。

カ　要　約
除染作業等に伴い発生する、低濃度の放射性物質

で汚染された落葉、枝葉等について、安全・安定的
にペレットやチップに減容化する技術を開発した。
落葉・枝葉を粉砕で 1/3 ～ 1/5 に、ペレット成型で
1/6 ～ 1/25 の減容化効果があった。ペレットの機
械的耐久性は品質規格をクリアできた。枝葉ペレッ
トに木部を混合することで、スギ枝葉の実質の供給
速度を落とさずに、強度的に十分な混合ペレットを
製造可能であることが分かった。更に草本系バイオ

マスとの混合でスギ枝葉の消費速度を向上させるこ
とを明らかにした。また、減容化作業における粉塵
濃度、放射線被曝量は法令で定める範囲内であった。
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