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1.  はじめに 

 

森林の除染に関しては，本格除染のモデル実証事業

等を通じ１），生活圏の空間線量率低減の観点から検討

が行われ，住居等近隣の森林については，林縁から

20m の範囲まで落葉落枝・腐葉土層の除去，枝葉の除

去などが行われている状況である。 

経年的には，森林内部から住居等近隣への放射性セ

シウムの移行も懸念されるものの，広範囲にわたって

落葉落枝・腐葉土層の除去を行うことは，除染除去物

の発生量増大に直結することになる。さらに，樹木の

生育への悪影響が懸念されるとともに，斜面の森林に

おいて実施した場合，土壌が露出して降雨による表土

流出など，森林が本来持つ機能の喪失も懸念される。 

落葉樹林と常緑樹林における放射性セシウムの挙動

に関するイメージを図-1 に示す。福島第一原子力発電

所の事故当時，落葉樹林は落葉しており，大部分の放

射性セシウムは地表（林床部）に沈着し，一部が地表

の樹幹に沈着したものと考えられる。 

一方で，スギ林など常緑樹林は，樹冠部に放射性セ

シウムが沈着して数年かけて落葉するため，降雨によ

る溶脱とあわせて樹冠部からの継続的な放射性セシウ

ムの負荷が生じると考えられる２）。福島第一原子力発

電所の事故から約 1 年後の落葉樹林と常緑樹林におけ

る放射性セシウムの存在比率を表-1 に示す３）。落葉樹

林では 80%の放射性セシウムが既に落葉・落枝として

林床部に存在するのに対して，スギ林では 40%以上が

枝や葉に留まっている状況である。 

本検討では，常緑樹林としてスギ林を選定し，周辺

での放射性セシウム動態観測を行うとともに，樹冠降

下物や地表面流を介した林床部での放射性セシウム拡

散を防止するツールとして，ゼオライト不織布の適用

性をフィールド試験により確認した。 

 

 

 

図-1 樹林における放射性セシウム移行 

Fig.1  Transport of radioactive cesium in forest 

 

表-1 樹木部位ごとの放射性セシウム存在比率 

Table 1  Distribution of radioactive cesium in plant element 

部位区分 アカマツ・落葉樹混合林 スギ林

葉 7.4 24

枝 9.0 17

樹皮 3.5 2.4

落葉・落枝 80 56
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2.  試験方法 

 

2.1  ゼオライト不織布 

ゼオライト不織布（TT－除染シート SC）は，図-2

に示すように，2 枚の親水性不織布に粉末ゼオライト

を薄く挟み込んでおり，粉末ゼオライトの離脱が起き

にくい。不織布 1m
2 あたり最大 200g のゼオライトを織

り込むことが可能で，濁質や降下物の物理的な阻止効

果に加えて，長期的に溶脱する放射性セシウムについ

ても，ゼオライトで吸着することでその拡散防止効果

を見込むことができる。 

 

 

図-2 ゼオライト不織布の外観と構造 

Fig. 2  Zeolite-containing nonwoven fabric  

2.2  試験手順 

2.2.1  試験場所および試験ヤードの整備 

試験場所は，放射能汚染重点調査地域内の民家およ

び隣接したスギ林で，除染等はされていない地域であ

り，地表面から 1m 高さの空間線量率で 0.8μSv/h 程度

であった。試験ヤードとして，スギ林内部，スギ林境

界部，住居近隣の平地の 3 ヵ所を選定し，2m×5m 範

囲の草刈りと表層土壌 5cm 程度を除去する除染作業を

実施した（写真-1）。 

図-3 および図-4 に示すように，除染エリアの中央に，

1m 四方の試験フレームを 3 つ敷設した。試験フレーム

は，それぞれゼオライト不織布，不織布（ゼオライト

無し），ブルーシートで購入土を挟み込んだ構造とした。

また，大気降下物の影響を確認するために，地表面か

ら 40cm 程度の高さにダストジャーを設置した。 

 

2.2.2  モニタリング 

試験ヤードでの空間線量率測定および外観の観察を

定期的（1～2 週間ごと）に実施した。また，ダストジ

ャーに溜まった雨水の放射能濃度の分析や，6 か月経

過後における試験エリア内表層土壌の放射能濃度を分

析した。さらに、6 か月経過時点でフレーム内の購入

土への放射性セシウム移行量を測定し、各材料の拡散

防止機能を評価した。 

なお，空間線量率の測定は NaI シンチレーション式

 

写真-1 試験ヤードの整備状況（左から、住居近隣の平地，スギ林内部，スギ林境界部） 

Photo.1  Installation of test frames after decontamination operation of test field 

 

図-3 試験ヤードの平面配置                                     図-4 試験フレーム 

       Fig.3  Layout drawing of a test field            Fig.4  Composition of test frame 
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サーベイメータ（日立アロカメディカル TCS-172B）を

使用した。また，土壌試料は U-8 容器（容量 100mL）

に充填し，大気降下物は 500mL 容器に充填したうえで，

Ge 半導体検出器（ORTEC 社製 GEM20P4-70）により

放射性セシウム濃度を定量した。 

 

3.  試験結果 

 

3.1  試験ヤード整備時の測定結果 

表-2 に試験ヤードを整備した除染作業前後の，土壌

中の放射性セシウム濃度および空間線量率の測定結果

を 示 す 。 除 染 作 業 前 の 表 土 は お よ そ 8,000 ～

10,000Bq/kg の放射性セシウムを含有していたが，表土

を 5cm 厚さで除去した後には 280～1,170Bq/kg まで濃

度低下し，除染率は 87～97%であった。地表面から 1m

高さの空間線量率は，周辺の未除染域の影響もあり

30%未満の低減率であったが，地表面近くでは 50％以

上の低減率が得られた。 

 

表-2 表層土壌濃度と空間線量率 

Table 2  Radioactive cesium concentration of surface soil and 

spatial dose rate 

Cs-134 Cs-137 合計 1m高さ 10cm高さ

除染前 3,700 6,200 9,900 0.69 0.85

除染後 300 550 850 0.53 0.40

除染前 3,500 5,800 9,300 0.80 0.98

除染後 420 750 1,170 0.60 0.48

除染前 3,000 5,200 8,200 0.75 0.94

除染後 100 180 280 0.54 0.41

森林

森林

境界

平地

表層土壌濃度（Bq/kg） 空間線量率（μSv/h）
試験

エリア

採取

時期

 

 

3.2  空間線量率および大気降下物濃度 

試験期間中の空間線量率の変化を図-5 に，大気降下

物中の放射性セシウム濃度の測定結果を表-3 に示す。 

空間線量率は試験ヤード 1m 高さ，および除染エリ

ア直上の双方とも大きな変動はみられなかった。また，

ダストジャーに溜まった降雨等については，森林境界

および平地で 1Bq/L 未満であり，森林エリアでは数

Bq/L が検出された。数か月間にわたってダストジャー

に回収された大気降下物の分析結果から，今回の試験

ヤード近隣地域では，エアロゾル等を介した大局的な

放射性セシウムの移動は殆どないものと考えられる。

なお，森林で若干の放射性セシウム濃度が検出された

が，樹冠や枝葉を伝った降雨による放射性セシウムの

溶脱が原因であると考えられる。 
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図-5 空間線量率のモニタリング経過 

Fig.5  Air dose rate above the test field 

 

表-3 大気降下物の放射性セシウム濃度 

Table 3  Radioactive cesium concentration of rainfall 

Cs-134 Cs-137

0.8 2.9

< 0.9 0.9

< 1 0.9

試験エリア
放射性セシウム濃度(Bq/L)

平　　地

森　　林

森林境界

 

 

3.3  土壌濃度の変化 

試験ヤード内における表層土壌中の放射性セシウム

濃度の測定結果を図-6 に示す。ヤード整備時の除染作

業により，表層土壌の放射性セシウム濃度は一旦大幅

に低下した。その後，6 カ月経過後の時点における分

析では，森林エリアにおいて増加が顕著であり，除染

直後と比較して 2 倍以上放射性セシウム濃度が増加し

ている状況であった。 

写真-2 に森林および平地ヤードの 6 ヶ月後の状況を

示す。森林エリアでは，樹冠からの落葉が顕著であり，

その落葉のみを回収して放射性セシウム濃度を測定し

たところ，合計で 10,000Bq/kg と高濃度であった。こ

のように，スギ林では依然として放射性セシウムを樹

冠部に保持し，経年的な落葉により林床への放射性セ

シウムの負荷が生じていることが確認された。 

平地エリアは放射能濃度が若干増加し，逆に森林境

界エリアでは低下傾向が確認された。森林境界におけ

る表層土壌中の放射性セシウム濃度の減少要因として

は，降雨時の地表面流の影響を受けやすかったためと

考えられる。 
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図-6 ヤード内表層土壌中の放射能濃度の変化 

Fig.6  Changes of radioactive cesium concentration in surface soil 

 

   

写真-2 試験ヤードの状況（左：森林，右：平地） 

Photo. 2  Test field after 6 month 

 

3.4  各種シートの放射性セシウム阻止効果 

設置から 6 カ月が経過した段階で，試験フレームの

上枠を一旦外し，購入土を少量ずつ 9 地点から採取し

たものを均一に混合し，放射性セシウム濃度を測定し

た結果を図-7 に示す。なお，試験フレーム設置時にお

ける購入土の放射性セシウム濃度は合計 13Bq/kg 以下

であった。 

前項で記載したように，落葉など樹冠降下物の影響

が顕著で，放射性セシウムの負荷が最も大きかった森

林エリアにおいて，フレーム内部に敷設した購入土へ

の放射性セシウム移行が大きかった。特に，不織布の

みの試験フレームでは，物理的に植物や土壌をトラッ

プしても，6 か月の間に徐々に溶脱した放射性セシウ

ムを阻止できずに，購入土の放射線量は 170Bq/kg まで

上昇した。ゼオライト不織布では，60Bq/kg 程度とお

よそ 1/3 の濃度上昇にとどまっており，降雨時の雨水

の地盤への涵養を妨げずに，雨水に溶脱した放射性セ

シウムを捕捉する効果が確認された。 

ブルーシートは物理的に破損しない限り降雨等を地

盤に浸透させないため，放射性セシウムも購入土へ移

行しなかったが，雨水の地下への涵養を阻害する，あ

るいは地表面流がシート敷設周囲へ廻り込むことが考

えられるため，実際に放射性セシウムの拡散防止対策

として使用することは難しいと考える。 
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図-7 試験フレーム内購入土の放射能濃度（6 か月後） 

Fig.7  Comparison of barrier effect for radioactive cesium 

 

 

4.  まとめ 

 

未除染の放射能汚染重点調査地域内において，常緑

樹であるスギ林およびその近傍での放射性セシウム移

行状況の観測および拡散防止手法の検討を実施した結

果以下の知見が得られた。 

 

・大気降下物の放射線量は，降雨 1L あたり定量下限値

未満～数 Bq 未満とごく低濃度であり，エアロゾル

等を介した大局的な放射性セシウムの移動はほとん

ど生じていない。 

・スギ林においては，樹冠からの降下物（落葉・落

枝）が比較的高濃度の放射性セシウムが含まれてい

ることが確認された。降雨による溶脱なども含めて，

林床部に対して放射性セシウムの負荷が継続してい

る状況であった。 

・ゼオライト不織布は，降雨の浸透を妨げずに，放射

性セシウムの拡散防止機能を有していることを確認

した。 

 

現在も試験フレームの設置およびモニタリングは継

続中であり，最終的にはシートの物理的強度の変化な

ども含めて確認する予定である。 
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