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1.  はじめに 
 

2011 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所におけ

る爆発事故により大気中に放出された放射性物質が雨

などにより地上に降下して，土壌，草木，建物，路面

など様々なものに付着している。その範囲は福島県の

ほか，宮城県や北関東の一部にまで広がっている。 

これらの放射性物質で汚染された土壌や草木からの

放射線の影響が人々の生活や環境に及ばないように放

射線量を低減することが重要である。放射線量を低減

する方法には，表土の削り取り，枝葉や落ち葉の除去，

路面の洗浄などの原因物質を取り除く方法，土やコン

クリートで囲む，表土と下層の土を入れ替えるなどの

放射線を遮る方法，立ち入り禁止にするなどの原因物

質から遠ざける方法がある 1)。 

特に原因物質を取り除く方法，除染では，多種多様

な除染対象物，異なるレベルの放射線量，莫大な量の

除染発生物に対応できる技術が求められている。この

ような背景から日本原子力研究開発機構は，今後の除

染作業に活用し得る優れた技術を発掘し，除染効果や

経済性，安全性等を確認する観点から，実証試験を行

ってその有効性を評価するため，2011 年 10 月に除染

技術の実証に関する公募を行った。その結果，25 技術

を内閣府委託業務「福島第一原子力発電所事故に係る

避難区域等における除染実証業務」として選定した。

本研究はその中で，「木材廃棄物のチップ化に先立つ表

面除染方法の検討」として採択されたものである。 

本研究は，伐採樹木や木質瓦礫の表面に固化材を散

布した後に木材チップを製造し，固化材を汚染物，木

材チップを除染チップとして分画・回収する方法の確

立を目的として実施した。 

 

2.  実施内容 
 

本研究では，図-1 に概念を示す木質材の除染方法に

ついて検討を行った。①セシウムの固化材への移動，

②固化材の木質材からの剥離，③剥離後の固化材の分

画，回収について確認することを主眼に，固化材の配

合，塗布方法や分画法の検討，固化材への放射性物質

の吸着・除染効果について検討した。 

実施期間は 2011 年 12 月 5 日～2012 年 2 月 29 日で

あり，試験を室内試験と現地試験に分け，それぞれ横

浜市にある大成建設(株)技術センターと福島県伊達郡

川俣町内にて行った。なお現地試験は厳冬期である

2012 年 1 月 15 日～2 月 10 日に実施した。 
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図-1 検討の対象とした木質材の除染方法の概念 
Fig.1  Concept of radioactive decontamination of woody material 
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3.  室内試験方法 
 

3.1 木質材の表面除染 

室内試験で除染方法の標準的な手順を決定し，現地

試験でその手順を用いることとした。室内試験では，

①木質材および固化材の準備，②固化材の塗布，③固

化材の剥離，④固化材の分画，⑤乾燥の順で検討を行

った。以下に室内試験の方法を示す。 

3.1.1 木質材および固化材の準備 

室内試験用木質材は技術センター敷地内および近隣

の運動施設で採取したものと購入材で，樹種はサクラ，

アカマツ，スギ，ナラなどである。 

固化材は普通ポルトランドセメント，高炉セメント，

カルシウムサルフォアルミネート系固化材 2)およびそ

の凝結調整剤である。 

 固化材の混練は手練り，あるいはハンドミキサーま

たは練混ぜ機（JIS A 5201）を用いて行った。 

3.1.2 固化材の塗布 

 固化材の塗布について，以下の方法について検討し

た。塗布状況を写真-1 に示した。 

・コテ塗り…鏝あるいは練りさじを用いて行う，いわ

ゆる鏝塗り仕上げ。作業中に固化材が剥落することが

なく，汚染の可能性のある余材が発生しない。 

・浸せき…固化材の中に浸せきする。 

・擦り付け…固化材を薄く展開した後，木質材を押し

付けながら転がす。 

・掛け流し…木質材の表面に繰り返して流し掛け，次

第に付着層を形成させる。 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 枝への固化材の塗布状況 
Photo. 1  States of branchs applied by solidified material 

 

3.1.3 固化材の剥離 

(1) ハンマーによる方法 

 固化材が固化した後，対象部材をビニルバッグに入

れ，バッグの外側から木槌あるいは両口ハンマー（約

0.65kg）を用いて打撃を加え，固化材を剥離した。 

(2) 破砕機による方法 

 破砕機は，機械の仕様により，試料に作用する圧縮

力，せん断力，衝撃力や，試料間で発生する衝撃力や

摩擦力が異なる。そのため，破砕機を適切に選定しな

いと破砕時に多量の粉じんが発生することや，破砕物

が散逸することが考えられる 3)。本検討では粉じんの

発生を抑制でき，破砕物を回収しやすい小型破砕機を

選定し，その適用性について検討した。 

3.1.4 固化材の分画 

(1) ふるい分け 

 金属製網ふるい（JIS Z 8801-1）を用いて分級した。 

(2) 水ひ 

 ふるい分けにより分級した試料を用いた。前処理と

して水を加えて超音波処理で解膠し，水ひを行った。 

(3) 磁選 

 ふるい分けにより分級した試料について電磁石を用

いて分画した。 

3.1.5 乾燥 

ゲルマニウム半導体検出器を用いた分析の前処理と

して試料を乾燥した。乾燥器具として加熱器（ホット

プレート）と電子レンジ（700W，200W）について検

討し，現地試験では短時間で乾燥できる電子レンジを

用いることとした。  

3.2 放射線の測定・分析方法 

3.2.1 サーベイメータによる測定 

 以下の場合に GM 管式サーベイメータにて測定した。 

・木質材試料，土壌試料の採取時の汚染程度の確認 

・採取した木質材の表面汚染度の測定 

・ハンマーで固化材を剥離した後の木質材の表面 

汚染度の測定 

・試料を破砕したチッパーに非汚染材を投入して洗

浄した際に発生する非汚染材の表面汚染度の確認 

 これらの測定は「放射線測定に関するガイドライン」

（H23.10.2 文部科学省）4)に沿って行った。測定場所は

現地に設置した仮設ハウス内の床上とし，背景からの

放射線に対して，遮へいなどの操作は特に実施してい

ない。背景線量を測定し，差分を観察値とした。 

 その他の測定は屋外で実施した。対象物上の測定点

はその都度適切に設定した。屋内測定の場合と同様に

背景放射線の遮へいは実施していないが，背景線量を

差し引くことで考慮した。 

3.2.2 ゲルマニウム半導体検出器による測定 

 試料の放射能濃度の測定はゲルマニウム半導体検出

器によることを基本とした。検出器に装てんできない

破砕前の木質材等は測定の対象から除外し，サーベイ

メータによる測定結果で評価した。一連の測定は「ゲ

ルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメ
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トリー」（平成 4 年文部科学省）5)に沿うことを基本とし，

木質材と固化材に関する試料は U-8 容器に充てんして

秤量した後に分析に供した。木質材と固化材に関する

試料の計数時間は 1000 秒間とした。得られたγ線スペ

クトルから Cs-134 と Cs-137 の含有量を求めた。 

3.2.3 測定結果の取り扱い 

 得られた結果を基に以下の評価指標を算出した。 

・除去率＝［（除染前放射能:Bq）－（除染（再利用）物の

放射能:Bq）］／（除染前放射能:Bq） 

＝ ［ （ 除 染 前 濃 度 :Bq/kg) － 回 収 率 × （ 除 染 物 濃

度:Bq/kg）］／（除染前濃度:Bq/kg） 

・減容率＝［（除染前体積）－（除染後廃棄物の体積）］

／（除染前体積） 

なお本研究では，除染前体積＝木質材体積，除染後

廃棄物体積＝未利用木質材体積＋固化材体積，あるい

は，除染後廃棄物体積＝（木質材体積＋固化材体積）－

回収木質材体積とした。 

 

4.  室内試験結果 
 

4.1 木質材および固化材の種類 

固化材の固化成分は，A；ポルトランドセメント，

B；高炉セメント，C；カルシウムサルフォアルミネー

ト系の鉱物を主成分とするセメントとした。以下，本

文および図中では固化材は A，B，C と表記する。 

水／固化材比を変えて変形性能（固化前の柔らか

さ）を確認し，塗布方法を考慮して A と B では水／固

化材比＝50%，C では 40%とすることを基本とした。 

4.2 固化材の塗布 

固化材の塗布について，擦り付けと掛け流しは作業

性と付着性に優れるが，一旦，木質材に接触した後，

木質材に付着せずに容器等に残る固化材に放射性物質

が移ることが懸念された。よって現地試験ではこのよ

うな問題の発生の可能性が低いコテ塗りを標準とする

こととした。 

4.3 固化材の剥離 

固化材の剥離の方法としてハンマー打撃による方法

と破砕機による方法について検討した。 

 ハンマーによる打撃で剥離した場合には，塗布した

固化材の 5%程度が木質材に残存するようであった。ま

た，同時に若干の樹皮を剥がす効果も観察された。 

 小型破砕機を用いて剥離すると質量比で 1/4 近くが

0.6mm 以下の粒子（微粒分とする）となった。破砕機

の排出口をビニルバックで覆うことで，粉じんの飛散

を抑制し，破砕物が散逸しないように回収することが

できた。回収時には排出経路を軽く叩いたり，破砕機

の空運転を行って試料が残置されないように配慮した。

写真-2 に破砕状況を示す。 

 作業性から判断し，現地での固化材の剥離には粉砕

機を使用することを標準とした。 

 

 

写真-2 木材チッパーでの破砕状況 

Photo. 2  State of woody material chipping by wood chipper 

 

4.4 固化材の分画 

 破砕した試料について，ふるい分けにより木質材と

固化材に分画する方法について検討した。小型破砕機

を用いた場合には，ふるい分け後のいずれの分級物に

も木片と固化材片が混在し，分画が不十分であった。 

水ひについて検討した結果を写真-3 に示す。水ひを

行うと水が着色し，その処理が必要になること，固化

材と樹皮が共に沈降して分画できないことがわかった。

樹皮が沈降する前に固化材の沈降を促すためには，適

切な凝集剤の添加が必要であるが，その選定には至ら

なかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 木材チップの水ひ状況 

（上：水ひ開始 10 分 下：水ひ開始 25 時間） 

Photo. 3  State of elutriation of chipped woody material 
(upper:after 10 minutes passed, lower: after 25 hours passed) 

 

磁選は，固化材に鉄粉を添加して電磁石で固化材を

回収することで行った。5%程度の鉄粉の添加により固

13.2 以上      9.5～4.75      2.36～1.18      0.6 未満

 【粒度:mm】 13.2～9.5      4.75～2.36      1.18～0.6 
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化材の回収率は 90%以上となった。ふるい分けと磁選

とを組み合わせた方法を固化材の分画の標準とした。 

4.5 乾燥 

700W の電子レンジで，木質材の表面に焦げが観察

される直前まで乾燥を行うこととした。予め，焦げが

発生するまでの時間を測定し，乾燥処理時間とした。 

4.6 標準的な除染方法の決定 

 室内試験結果から，標準的な手順として，固化材は

C；カルシウムサルフォアルミネート系の鉱物を主成

分とするセメント，塗布方法はコテ塗り，破砕方法は

破砕機，分画方法はふるい分けと磁選の組合せとした。 

 

5.  現地試験 
 

室内試験で決定した標準的な手順を基本として，現

地試験を行った。 

5.1 木質材の種類 

現地試験では，川俣町内で樹木の表面線量を測定し

て表面線量の高いコナラ，サクラ，アカマツ，ヒノキ

から試料を採取した。採取した樹木は 30cm 程度の長

さに切り揃え，供試試料とした。 

5.2 標準的な手順による除染効果の検討 

サクラについて標準的な手順（4.6 参照）で処理を行

った。破砕後，粒度ごとに放射能濃度を測定した。測

定には粉砕の必要があり，処理前の試料は測定できな

いため，処理前の放射能濃度は処理後の全画分の濃度

の合計として推定した。 

結果を表-1 に示した。木片の放射能濃度は粒度の大

きなものほど高い傾向があった。固化材については粒

度によらずほぼ一定の値となった。また，0.6mm 以下

の木片と固化材の混合物が も高い値を示した。 

 

表-1 標準手順でのサクラの放射能濃度 
Table 1  Radioactive concentration of cherry tree specimen treated 

by typical procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回収する木片の粒度と除去率と回収率の関係を表-2

に示した。回収する試料が 5mm 以上の木片の場合，回

収片の放射能濃度が 487Bq，処理前の木質材が 2,524Bq

であったことから除去率は 81%となった。除去率は回

収する木片を 2.5mm 以上とした場合では 66%，1.2mm

以上では 62%，0.6mm 以上では 55%に低下した。一方，

木片の回収率は 58%，87%，93%，97%に増加した。 

 木片としての利用と除去率を考慮し，本研究では

5mm 以上の木片を回収する場合を基本として検討する

ことにした。なお，木片の大きさや形状の分布は破砕

機の性能と投入する木質材の性状によって異なるため，

実施条件が異なる場合には回収する木片の大きさにつ

いては都度，検討する必要がある。 

 

表-2 回収する木片の大きさと除去率および回収率 
Table 2  Relationships between size of recovered wood chip and 
radioactive decontamination rate and/or recovery of radioactive 

decontaminated woody material 

 

 

 

 

 

 

 

標準的な手順でコナラについて処理した結果を表-3

に示した。5mm 以上の木片を除染済の木片として回収

する場合，木質材の回収率は 63%，除去率は 77%であ

り，サクラの場合と同程度の効果が得られた。 

 

表-3 標準手順でのコナラの放射能の除去率 
Table 3  Rate of radioactive decontamination of quercus serrate 

specimen treated by typical procedure 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 固化材と放射能除去率との関係 

本研究での除染方法では固化材に放射性物質が移動

し，固定されることが重要である。そこで固化材の固

化成分の違い，磁選のための鉄粉混合の影響，水／固

化材比の違いについて検討した。コナラを用いて標準

的な手順で検討した結果を図-2 と図-3 に示した。図-2

(Bq) (Bq/kg) (Bq) (Bq/kg)

>5mm 0.28 487

5～2.5mm 0.14 381

2.5～1.2mm 0.03 86

1.2～0.6mm 0.02 169

>5mm 0.13 165

5～2.5mm 0.17 196

2.5～1.2mm 0.07 88

1.2～0.6mm 0.06 101

混合物 ― <0.6mm 0.09 850

※：処理後の合計値を推定値とした

0

木材

固化材

質量比

0.49

セシウム量

0.51

2,524※

処理前 処理後

0

―

質量比画分
セシウム量

2,524

5,151木質材

(Bq) (Bq/kg) (Bq/kg)

木材 0.74 5,860※ 7,919 >5mm 0.47 1,372 1,372

固化材 0.26 0 0 >5mm 461

5～2mm 1,767

2～1.2mm 658

1.2～0.6mm 794

<0.6mm 809

※：処理後の合計値を推定値とした

質量比 画分 質量比

処理前 効果

木材
回収率

除去率
セシウム量

(Bq)

セシウム量

処理後

63% 77%
0.53 4,488

混合物 ― ― ―

5,860

木片

63% 77%

回収する 

木片の大きさ
除去率 

木片の回収率

（質量比） 

>5mm 81％ 58％ 

>2.5mm 66％ 87％ 

>1.2mm 62％ 93％ 

>0.6mm 55％ 97％ 
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には固化材の違い（C5-40，A5-30，B5-30）と鉄粉の混

合の有無（C5-40，C0-40）について，図-3 には水／固

化材比の違い（C5-40，C5-50，C5-60）について示した。

なお，試料記号の 1 桁の数字は鉄粉の含有量，2 桁の

数字は水／固化材比（%）を表し，除去率は 5mm 以上

の木片を回収物とした場合の値である。 

図-2 に示したように固化材の種類による除去率は A

が低く B と C で高い結果となった。また，C について

鉄粉の混合の影響を検討したが，顕著な差異は認めら

れなかった。 

図-3 に示したように水／固化材比が 40～60%の範囲

で異なっても，除去率には大きな差は認められず，塗

布等の作業に合わせて水／固化材比を設定して良いも

のと判断された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 固化材の相違や鉄粉の混合が除去率に及ぼす影響 
Fig.2  Influence of difference of solidification material or mixture 

of iron powder on radioactive decontamination rate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 水／固化材比の相違が除去率に及ぼす影響 
Fig.3  Influence of water/solidification material ratio on 

radioactive decontamination rate 

 

5.4 樹種と放射能除去率との関係 

標準的な手順で樹種が異なる場合の影響について検

討した。樹種は福島県で一般的な広葉樹であるコナラ

とサクラ，針葉樹であるアカマツとヒノキを対象とし

た。固化材は C5-40 であり，5mm 以上の木片を回収物

とした。結果を図-4 に示した。放射能の除去率は 72～

95%であり，樹種が異なっても大きな相違はみられな

かった。このことから，樹種が異なっても標準的な手

順を適用して除染できることが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 樹種の相違が除去率に及ぼす影響 
Fig.4  Influence of tree type difference on radioactive 

decontamination rate 

 

5.5 塗布方法と放射能除去率との関係 

室内試験の結果，塗布方法として擦り付けと掛け流

しが作業性，付着性の観点から良好であると考えられ

たが，付着しないで残る余剰の固化材が放射能で汚染

している可能性が考えられた。そこで，コテ塗り，掛

け流し，擦り付けについて標準的な手順に則って処理

を行い，余剰材の放射能汚染状況について検討した。 

 結果を表-4 に示した。樹種はコナラであり，固化材

は C5-40 である。いずれの場合も 5mm 以上の木片を回

収物とした場合である。放射能除去率は 80%前後とな

った。固化材の余剰材はコテ塗りでは発生しないが，

掛け流しと擦り付けでは発生し，その放射能の割合は

それぞれ処理前の試料に含まれる 6～8％，31～37%で

あった。掛け流しと擦り付けでは木質材から付着せず

に余剰となる固化材への放射性セシウムの移動が確認

され，処理対象物を増やさない観点からはこれらの塗

布方法は適切ではないと考えられた。 

 

表-4 塗布方法の相違と除去率 
Table 4  Relationship between difference of solidification material 

application method and radioactive decontamination rate 
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コナラ
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アカマツ

ヒノキ

除去率（％）

>5mm木片 その他

コテ

塗り
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　7,187
－

653～

　　1,414

4,367～

　6,535
- 76%～91%

掛け

流し

1,252～

　1,760
100

175～

　　379

773～

　1,485
6%～8% 70%～90%

擦り

付け

3,111～

　3,766
1,156

344～

　　745

1,210～

　2,266
31%～37% 76%～91%

　※塗布時剥落率は，残余固化材に含まれる放射性セシウムの割合
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5.6 ハンマーによる固化材の剥離 

現地試験では粉砕機による破砕を標準法としたが，

分画が容易になる可能性や伐採材に限らず立木への適

用にも拡げられる可能性があるハンマー打撃による固

化材の剥離について検討した。樹種はコナラとし，固

化材は C5-40 とした。 

ハンマー打撃により固化材は良好に剥離した。固化

材を塗布，剥離する前後の表面線量についてサーベイ

メータで測定した結果を図-5 に示した。放射線計数率

の比較から放射線計数率量は剥離により全体的に低下

する傾向がみられるが，効果は枝により異なった。図

から，概して放射線計数率が 0.5kcpm より大きな場合

に低減効果が明瞭であった。なお，放射線計数率は平

均で約 60%に低下していた。 

放射能濃度の測定結果を表-5 に示した。ハンマー打

撃により固化材を剥離することで，打撃剥離片には処

理前の木質材の放射能濃度の 37～49%が移動した。ハ

ンマー打撃により固化材を回収しても放射性セシウム

を除去できることが明らかになった。 

ハンマーを使用しない標準的な手順ではコナラの場

合の除去率は，5mm 以上の木片を回収物とした場合に

77％程度（表-3）であった。一方，ハンマー打撃剥離

を適用した後に破砕機を適用すると 5mm 以上の木片を

回収物とした場合に除去率は 86～95％となり，ハンマ

ーを併用することで放射能除去率は向上した。 

 

6.  従来技術との比較 
 

 木質材の除染方法のうち，樹皮の皮剝ぎと表面の洗

浄を従来手法とし，現地にて本研究での標準的な手法

と除染効果について比較試験を行った。 

6.1 樹皮の皮剥ぎ 

破砕機で破砕して樹皮を取り除くことで皮剥ぎとし，

除染効果について検討した。樹種はコナラ，サクラ，

アカマツ，ヒノキである。 

結果を表-6 に示した。樹皮と材を比較するといずれ

の樹種でも圧倒的に樹皮の放射性セシウム量が多くな

っており，材を回収した時の放射能除去率は 74～92%

となった。この除去率は図-4 に示した本研究の標準的

な手順の場合と同等であった。一方，減量率は 81～

95%であり本研究の標準法よりも大きかった。 

なお，樹皮を剥ぐための破砕は数十秒程度で終了し

たが，樹皮を分画するために約 50g の破砕物（枝長

4cm 相当）あたり，15 分間×4 人を要した。 

6.2 表面の洗浄 

 木質材表面の洗浄による除染効果について検討した。

洗浄前後の放射線計数率を図-6 に示した。洗浄後の放

射線計数率の低下は顕著で，70～80%低下した。固化

材を塗布してハンマーで剥離した場合，約 60%であっ

たことと比較して良好であった。なお，長さ 30cm 程

度の試料の場合，洗浄は 3 分間程度で終了した。 

6.3 本法と皮剥ぎ法および洗浄法との比較 

 本法の標準的な手順の放射性セシウムの除去率は 72

～95%の間にあり，一定の除染効果を期待できる。一

方，回収した木片の放射能濃度は 2,140～14,500Bq/kg

まで多様であった。一定の効率で除染は可能であるが，

汚染が著しい場合には残存する放射能の絶対値が高く

なる傾向にあった。 

処理前後の放射能濃度の測定結果からみると皮剥ぎ

の除去率は 74～92%であり，本法とほぼ同等と考えら

れる。洗浄は表面線量の結果からみると低下率は 70～

80%であるため，表面線量と放射能濃度の関係につい

て詳細な検討が必要であるが，概ね同等と予想される。 

減容率についてみると，洗浄法は排水が発生するが

除去物が殆どないため，減容率としては極めて良好で

ある。皮剥ぎ法は樹皮のみが除去物となるため 81～

95%の高い減容率を示した。一方，本法は固化材を使

>5mm木片 その他

10,824～

　14,032
5,258

708～

　　1,533

4,033～

　8,066
37%～49% 86%～95%

　※打撃時剥落率は，打撃剥落片に含まれる放射性セシウムの割合

放射性セシウム量（Bq)

打撃時

剥落率
除去率処理前

推定値

処理後

打撃

剥離片

画分

図-5 固化材をハンマーで剥離した前後の放射線計数率 
Fig.5  Comparison of surface dose rate before and after removal of 

solidified material by hammer strike method 

表-5 固化材をハンマーで剥離した場合の除去率 
Table 5  Radioactive decontamination ratio of removal of solidified

material by hammer strike method 
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用し，放射能を含む固化材が除去物となるだけでなく，

固化材と粒度の小さい木片との混合物も除去物となる

ため，5mm 以上の木片を回収物とする場合の減容率は

26%と非常に低い。 

 作業性について，作業単位を 5mm 以上の木片

100mL（25g 程度）の回収と除去物の分別とし，分単位

の概算時間を用いて比較した。作業は 1 人で行うもの

とした。本法の実質の作業時間は皮剥ぎの 1/3 程度，

洗浄の 1.5 倍程度であった。ただし，洗浄の場合には

別途，排水処理が必要になる。 

 

7.  まとめ 
 

木質材の除染方法について，室内試験から標準的な

手順として，固化材はカルシウムサルフォアルミネー

ト系セメント，塗布方法はコテ塗り，破砕方法は破砕

機，分画方法はふるい分けと磁選の組合せとした。 

現地試験により，標準的な手順で処理した後，5mm

以上の木片を回収することで放射能除去率が 80%前後

となることから，この方法について以下を確認した。 

・標準的な手順でサクラとコナラについて処理した

場合，5mm 以上の木片を回収すると木質材回収率

は約 60%，放射能除去率は約 80%であった。 

・固化材の種類を変えても放射能除去率の相違はみ

られない。 

・磁選用の鉄粉を混合しても放射能除去率の相違は

みられず鉄粉の添加が放射性セシウム除去の妨害

とはならない。 

・樹種が異なった場合でも放射能除去率はほぼ同じ

であり，標準的な手順を適用できる。 

本法と塗布方法では擦り付けと掛け流し，剥離方法

ではハンマー打撃と比較検討し以下の点を確認した。 

・放射性セシウムを含む残余固化材を発生させない

コテ塗りの採用が望ましい。 

・ハンマー打撃による固化材剥離で放射線計数率を

低下させることができ，立木への適用性が示唆さ

れた。 

・ハンマー打撃による固化材剥離と破砕機での破砕

の併用で放射能の除去率を向上できる。 

本法と従来法として皮剥ぎ法および洗浄法と比較検

討し以下の点を確認した。 

・本法の放射能除去率は従来法とほぼ同等である。 

・本法の減量率は従来法よりも小さい。 

・本法の作業性は従来法とほぼ同等である。 

 本法の処分量やコストについて十分な検討するため

には，今回求めた手順にしたがって規模を拡大した試

験を行う必要がある。 
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4,593
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含有量

（Bq)

処理前

コナラ 1,214

表-6 樹皮を剥いだ場合の除去率 

Table 6  Radioactive decontamination rate of removal of bark 

図-6 洗浄前後の放射線計数率の変化 
Fig.6  Comparison of surface dose rate before and after water 

washing method 
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