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図―. 環境回復に係る取り組みの枠組み
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放射性物質による事故由来汚染物の対策技術の現状

. 福島第一原子力発電所事故後の環境回復への取り組みと
環境回復技術

宮 原 　 要（みやはら かなめ）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
福島環境安全センター 副センター長

飯 島 和 毅（いいじま かずき）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 福島環境安全センター
環境動態研究グループ グループリーダー

斎 藤 公 明（さいとう きみあき）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
福島環境安全センター 特任参与

. は じ め に

東京電力福島第一原子力発電所（以下，1F）の事故

（以下，事故）に伴い放出された放射性物質の地表への

沈着状況等を踏まえ，除染等の環境回復の取り組みが行

われてきた。日本原子力研究開発機構（以下，原子力機

構）は，事故直後から災害対策基本法の指定公共機関と

して活動を開始し，国からの受託による放射線モニタリ

ングや除染モデル実証事業等を実施してきており，国内

外の関係機関と協力しつつ環境回復に率先して取り組ん

できた。

原子力機構では，図―.に示す枠組みで環境回復に

係る取り組みを進めてきている。これらの取り組みは避

難住民の早期帰還や住民の安全・安心の確保に向けて，

環境中での放射性セシウムの挙動の理解を深め，それを

踏まえた沈着状況の将来予測や帰還住民の被ばく線量を

評価するための鍵となる役割を担っている。本章では，

これまでの環境回復の取り組みに基づき得られた知見と

技術1)について解説するとともに，今後取り組むべき課

題を整理する。

. 環境中の放射線モニタリングとマッピング

ここでは，事故に由来する放射性物質はどのように分

布し，時間の経過とともにどのように変化してきている

のかについて説明する。これらの情報は適切な放射線防

護対策を講じ，環境回復の取り組みの計画を立案し実施

するために不可欠のものである。併せて，調査方法の技

術開発について述べる。

.. 事故による放射性物質の沈着

大気中に放出された放射性物質は東日本の広い地域に

沈着した。沈着分布の状況は有人ヘリコプターによる航

空機モニタリングや地上での測定により詳細に調査され

てきた2)～5)。事故直後から継続的に調査することにより

描かれた空間線量率や沈着量のマップは，除染の区域や

避難区域を決定する基礎資料となった。航空機モニタリ

ングは事故後速やかに実施されたが，航空機による測定

値の空間線量（1 m 高さ）や土壌沈着量への換算は，複

雑な地形（起伏のある地形や様々な土地利用，福島県の

面積の 7 割を超える森林など）の影響による不確実性

に留意する必要がある。そこで，地上調査による線量測

定や土壌試料採取による室内分析により，直接空間線量

や土壌沈着量を求めるとともに，航空機モニタリングの

測定値からの換算の信頼性を向上させている。

今回の事故で放出され広域に沈着したことが確認され

た放射性核種は 134Cs（2.07年），137Cs（30.2年），131I

（8.02日），129mTe（33.6日），110mAg（250日），238Pu

（87.7年），239Pu（24 100年），240Pu（6 540年），241Pu

（14.4年），89Sr（50.5日），90Sr（29.1年）であった（カ

ッコ内は半減期）。測定された沈着量をもとに簡単な被

ばく評価を行った結果，長期の被ばく線量への寄与はセ

シウムが圧倒的に大きく，プルトニウムやストロンチウ

ムによる線量は非常に小さいことが確認された。プルト

ニウムについては，1F の敷地内からごく微量が検出さ

れたものの事故前のフォールアウトによるものと同程度

であった。

.. 空間線量率と沈着量の経時変化

空間線量率や土壌沈着量は時間とともに減少してきた。

森林以外の地域では，空間線量率は半減期に基づく放射

性崩壊に比べて早く減少してきている。空間線量率の減

少傾向は，土地利用状況，空間線量率の大きさ，人間活

動の有無によって異なることが分かった5)。

走行サーベイで測定した道路上の空間線量率は，平坦

地上の空間線量率に比べて早く減少してきた。平坦地で
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図―. 平均的な空間線量率の経時変化の様子

図―. 平坦地における土壌沈着量の経時変化

図―. 放射性セシウム沈着量の90が含まれる土壌深

さの経時変化

図―. 平坦地における放射性セシウムの浸透と空間線

量率の減少の関係

図―. 空からのモニタリング技術
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は土壌中の粘土等に放射性セシウムが強く取り込まれて

おり水平方向の放射性セシウムの動きは遅いのに対し，

道路やその周辺に沈着した放射性セシウムは雨水等によ

り洗われて移動しやすいことが原因と考えられる（図―

.）。森林内の空間線量率は放射性崩壊による物理減衰

と同じような速度で減少してきた。避難指示区域内に比

べ区域外では空間線量率の減少が早く，除染のみならず

人間活動全般により線量率減少が加速されることが観察

されている。

土壌中の放射性セシウムは時間とともに徐々に深さ方

向に浸透している5)。地中に浸透すると，土によるガン

マ線の遮蔽効果が大きくなるため，空間線量率が小さく

なる。しかしながら，放射性セシウムのかなりの部分は

まだ地表面から 5 cm 以内に存在している（図―.，

図―.）。土による遮蔽効果の増加により，平坦地での

空間線量率の減少が説明できる（図―.）。

森林内の沈着分布を調べることで，1F からのプルー

ムと山間の森林地形との関係を理解することができる。

口絵写真―（http://urx.nu/bmG4）は歩行サーベイ

による空間線量率の結果を面的な分布として表したもの

である6)。1F の方向から光をあてた陰影と整合的であ

り，1F 方向に面した斜面で高く，逆では低かった。ま

た，標高が高い場合に比べ低い方が空間線量率も低い傾

向であった。数10 m の範囲でも斜面角度によって大き

く変化し，沈着時の風向きや降雨・降雪の有無も影響す

るものの，1F からのプルームとの関係を理解しておく

ことは，森林を適切に管理するために役立つと考えられ

る（第..項参照）。

.. モニタリング技術の開発

ここでは，空からのモニタリング技術について述べる

（図―.）。

航空機（有人ヘリコプター）モニタリングは広い範囲

を迅速に測定できるものの，300 m 程度の飛行高度では

詳細な分布を調べることができない。一方，無人ヘリコ

プターであれば低高度で詳しい分布を得ることができ，
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図―. 空間線量率予測結果の例

図―. 現実的な個人線量推定に求められる改善点
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搭載した GPS の位置情報に基づくプログラム飛行によ

り同じ場所を繰り返し測定することができるものの，数

km の範囲しか飛行できない。この両者は実用に供せら

れており，さらにこの両者の中間の範囲を遠隔でモニタ

リングできる固定翼の小型無人航空機を開発している。

また，マイクロ UAV（ドローン）は市街地や森林内部

など狭い領域で対象を絞った調査に有効であり，飛行の

安全確保を第一に開発を進めている。

.. 将来予測とデータベース

事故後に継続して取得してきた大量の空間線量率測定

データを統計的に処理して変化傾向を明らかにすること

により，その結果に基づいて将来予測を行うことを試み

た7)。チェルノブイリ事故等の知見を踏まえ，空間線量

率の減衰傾向を 2 つの指数関数の組み合わせ（減衰の

早い成分と遅い成分）で近似した経験式を使用した。過

去の空間線量率測定データの解析から100 m メッシュご

とに最適なパラメータを決定し，100 m メッシュごとの

予測を行うことにより，土地の利用状況や人間活動によ

る変化傾向の違いを考慮し，30年後までの空間線量率

分布マップを作成した（図―.，口絵写真―）。

国の各省庁や県などの放射性物質の環境モニタリング

結果をデータベースとして取りまとめたサイトが公開さ

れているが8)，さらにこれらのデータをマップ上に統一

形式で表した，一般の方にも利用しやすい情報サイト

（放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト）を

公開している9)。

. 放射線防護

ヨウ素131（131I）等（半減期 8 日）の短寿命放射性

核種の崩壊後，線量は放射性セシウムに支配されており，

厳格な食品制限と日本の湿潤な気候により，経口摂取及

び吸引による内部被ばくは少ない。そのため，放射性セ

シウムのガンマ線による外部被ばくが放射線防護の焦点

となる。本節では，個人の被ばく線量を評価するための

手法について説明する。

.. 全身測定による内部被ばく調査

福島県の要請として，原子力機構は，事故後の放射線

被ばくを評価するために，住民の全身測定を2011年 7

月11日に開始した。1 年目であっても（2011年 7 月11

日～2012年 3 月31日），住民の99.8で預託実効線量は

1 mSv 以下であることが分かった。1 mSv より大きい

値を持つ対象者は23人だけいたが，記録された最大値

は 3 mSv であった10)。これらの値は，バックグラウン

ドと同程度であり，有意な健康へのリスクは予想されな

い。

.. 外部被ばく線量の推定手法

国は，外部被ばくを推定するため次の考え方を用いて

きた（例えば，20 mSv/y という避難基準値を設定する

ため）。これは，1 日のうち 8 時間を屋外で，16時間を

室内で過ごすことを仮定し，航空機モニタリング等によ

る空間線量率の測定値に基づき，室内分についての線量

低減係数は0.4として被ばく線量を求めるものである。

原子力機構は，個人線量測定，生活様式のアンケート

や支援の研究の組み合わせに基づいて，避難地域への住

民の帰還に向けた放射線防護計画を改善するためのより

柔軟なモデルを開発している（図―.)11)。このモデ

ルでは環境の違いや生活時間の分布を考慮し，統計的な

評価を行う。モデルによる推定値と個人線量計による測

定結果の比較から，個人線量計による測定は従来のモデ
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図―. 個人線量率と空間線量率の比

写真―. 除染作業の例
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ルからの推定値よりもかなり小さいことを示した。

空間線量測定と，人体を模擬した「スラブファントム」

に個人線量計を装着した測定とを比較した。この結果，

成人の積算個人線量当量は，1 m 高さの空間線量率から

求めた積算線量に0.7を乗じることで推定することがで

きた12)（図―.）。

さらに，建物の種類別（木造や鉄筋コンクリート構造）

の遮へい効果をシミュレートしたモデルにより線量低減

効果を見積もることができた13)。この結果，線量低減

係数0.4は，木造家屋には比較的妥当だが，コンクリー

ト構造の建物による遮へい効果は過小評価したことを明

らかにした（口絵写真―）。また，多くの家屋を対象

とした実測結果から，福島の木造家屋の線量低減係数は

自然放射線の寄与を分離して考えれば，ほぼ0.4になる

ことが分かった5)。

. 除染と除去物対策

国から原子力機構が受託した避難区域における「除染

モデル実証事業」（以下，モデル事業）（2011年 9 月～

2012年 6 月）等14)～16)では，宅地，グラウンド，農地，

公園，森林，道路等様々な土地利用状況に応じた除染対

象を扱った。今回の除染のターゲットが地表等に沈着し

た放射性セシウムを除去する，あるいは濃度を下げるこ

とであることから，モデル事業後の本格除染につながる

よう民間の土木技術等で培った手法を適用し，必要に応

じて改良することで技術情報等を得るように留意した。

ここでは，モデル事業等で得られた知見と除去物対策の

論点について述べる。

.. 除染モデル実証事業等で得られた知見

モデル事業では，それぞれの土地利用状況ごとに複数

の除染手法を適用し（写真―.，カラー写真は口絵写

真―），除染効果，施工速さ，歩掛，コスト，施工適

用条件，施工上の留意点等を整理した。特に除去物発生

量は仮置場等の確保と密接に関わるため，除染効果を確

保しつつ除去物の発生量を抑えることに着目してデータ

を取得した。このため，試験施工を行い，予め剥ぎ取り

深さ等と除染効果の関係を把握し，剥ぎ取り深さ等を決

定して本施工を行った。また，除染計画の立案には，除

染効果を予測する解析評価を有効に活用した。

除染にあたっては，事前モニタリングで線量分布や局

所的に線量の高いところを把握し，作業者の被ばく低減

に留意するとともに，作業者の外部被ばく（積算線量計），

内部被ばくの管理（全身測定）を徹底した。また，防護

服を着用した作業であり作業者の負担軽減の観点から，

休憩所を設けて適切に休憩時間をとることが重要であっ

た。作業監理においては，現場で得られた良好事例や留

意事項について情報共有を日々の現場会議等で図ってい

くことが有効であった。

地権者等関係者の同意を得て除染に着手できることか

ら，自治体の求める同意取得の方法に沿って，住民説明

会，地権者への訪問，資料送付等による同意取得を行っ

た。分かりやすい資料を用いて計画を説明し文書で同意

を得るとともに，さらに除染の経過や除染実施後の除染

効果等について情報提供することが重要であった。

モデル事業等では，表土の剥ぎ取りや道路，建物の除

染等，既存の土木技術等を駆使して有効に除染できるこ

とが実証された。モデル事業等で得られた知見も踏まえ

つつ，除染関係ガイドライン等が制定され，国と自治体

による本格除染が進められた。帰還困難区域や仮置場等

の同意取得に時間を要した地区を除けば，計画に沿って

除染が進んできており，2014年10月 1 日には，川内村

の避難指示（避難指示解除準備区域）が解除された。

.. 除去物対策の論点

除染で生じた除去物は中間貯蔵施設で管理されること

となるが（30年以内に福島県外で最終処分），推計され

る発生量1 600～2 200万 m3 のほとんどは除去土壌が占

め，その約半分は30年後には3 000 Bq/kg（災害廃棄物

の再利用の目安）を下回ることとなる17)。分級等の減

容処理方策の実用的な手法開発とともに，比較的低濃度

の除去物等について，建設資材等への利用に関わる制約

も考慮して，どのような再生利用が可能かについて，地

盤工学分野等の関係者の積極的な提案が期待される（図

―.）。

再生利用の実現に向けては，道路の路盤材や防潮堤の

芯部などの土木材料としての具体的な用途とそれに応じ

た要求品質を明確にするとともに，例えば，除去土壌の
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図―. 土壌・焼却灰の再生利用・減容化フロー

図―. 森林内空間線量率の垂直方向分布の時間変化

（川俣町山木屋地区）

図―. 森林内の林床における放射性セシウム沈着量と

その起源の時間変化（川俣町山木屋地区）
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分級により分別した粗粒土を土木材料として用いる場合，

遮へい効果を有する資材で覆うなどの管理された状態に

することにより，再生利用が可能となる放射性セシウム

の目安濃度（災害廃棄物では3 000 Bq/kg）を設定し，

これを満たすための分別コストが土木材料としての再利

用に見合うことや社会的な受容性などの観点から，事業

の合理性について総合的に判断することが求められる。

防潮堤の整備など東日本大震災後の復興に関わる事業

にタイムリーに土木材料として利用できることも重要で

あり，早期に減容化や再生利用のための戦略を構築する

ことが求められている18)。

. 環境中での放射性セシウムの移動評価と影

響低減対策

環境動態の解明においては，環境中に沈着した放射性

セシウムが，土壌中の粘土等に強く取り込まれているこ

とに着目し，雨水による土壌の浸食や風化等の自然現象

による放射性セシウムの環境中での挙動を評価する。こ

こでは，森林から河川水系を通り，生活圏，海域に至る

環境中での放射性セシウムの移動調査結果とそれに基づ

くシミュレーション技術，さらには影響低減対策につい

て述べる。

.. 環境中での放射性セシウムの移動調査結果

放射性セシウムは地表に移動する傾向が認められ，空

間線量率は，森林内全体で徐々に減少している。事故直

後，常緑のスギ林では，樹冠部の方が林床よりも高い空

間線量率を示した。時間経過とともに，樹冠部の空間線

量率は大きく減少したが，林床では樹冠部と比べて空間

線量率の減少速度が遅く，樹冠部から林床への放射性セ

シウムの移動による影響と考えられる（図―.，カ

ラー写真は口絵写真―）。落葉，林内雨，樹幹流に伴

い放射性セシウムが地表に移動する傾向があり（図―

.），森林内全体で空間線量率は減少しているものの，

地表付近における空間線量率の減少率は，放射性セシウ

ムの物理減衰による減少率と同程度であった。

森林内斜面に設置した観測プロットでは，1 年間に土

砂とともに流出する放射性セシウムの割合は，表土中の

0.1程度にとどまっている。植生や傾斜によらず，非

常に低い流出率となった。これは，いずれの森林斜面で

も同様に地表に堆積している落葉・落枝等により，大雨

においても土砂等の流出が抑制されているためと考えら

れる。

森林に隣接する場所でも，大雨や強風に伴う空間線量

率の上昇は認められていない。大雨により河川の流量が

増加すると，河川水中を浮遊する土砂粒子の濃度が高く

なる。この粒子に放射性セシウムが吸着されているため，

放射性セシウムの濃度も高くなる。しかしながら，いず

れの河川においても，その濃度は時間とともに減少する

傾向にある。山地から供給される土砂中の放射性セシウ

ムの濃度が，時間とともに減少する傾向にあるためと考

えられる。

放射性セシウムが堆積しやすい場所は植生が繁茂した

高水敷に限られており，全体的に空間線量率は徐々に減

少する傾向にある（図―.）。水がほとんど到達する

ことのない高水敷に堆積した放射性セシウムは，そのま

ま堆積し続けるが，場所は限られる。年に数回水が到達

する高水敷では，放射性セシウムの堆積・浸食が繰り返

される。
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図―. 河川敷で測定した線量の変化

図―. ダム湖底堆積物中の放射性セシウムの深度分布（大柿ダム）

図―. 海底堆積物と底生魚類中の放射性セシウム濃度

の経時変化
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河川からダムに流入する放射性セシウムの大部分はダ

ム湖底に蓄積する状況にある。ダム湖では事故直後に底

質へ最も多く放射性セシウムが蓄積したと考えられる。

降雨時の流入土砂によって底質のセシウムの高蓄積層は，

遮蔽されつつある。ダム湖底への放射性セシウムの蓄積

によって湖水中の溶存態の放射性セシウム濃度が増加す

る傾向は認められない。ダム湖からの放流水（表層から

取水）のセシウム濃度は，粒子態，溶存態ともに時間と

ともに低下していることが確認された（図―.，カ

ラー写真は口絵写真―）。

高水時でも，ダム湖内の水は表面付近を流れるため，

湖底の堆積物は舞い上がりにくく，湖水の濁りは主に上

流からの流入水によるものである。春から秋にかけては

流入する河川水の温度が高いため，高水時であっても水

は湖の表面付近を流れ，その表面付近の水が下流へ放流

されている。高水時に上流から濁った水が流入すると，

湖の表面付近の濁度は一時的に上昇するが，湖底付近の

濁度にはほとんど変化は認められない。

ダム湖に流入した土砂は，その粒径の違いによって堆

積する場所や流出しやすさが異なっているものの，ほと

んどの流入土砂はダム湖内で沈降，堆積することが分か

った19)（口絵写真―）。

一方，河口の細粒分が堆積している限られた場所では，

比較的高い濃度の放射性セシウムの堆積が認められてい

る。細粒分は，海側に窪んだ凹状地のような場所に堆積

しやすい傾向があると推測される。

水産庁の水産物の放射性物質調査の結果では，福島県

沿岸海域においては，平成23年 4～6 月期には基準値

（100 Bq/kg）を超える割合が53となっていたが，平

成27年 1～2 月期では0.2まで低下した。

福島県近隣の沿岸域の海底堆積物中の放射性セシウム

のインベントリは時間と共に減少しており（水深100 m

までの沿岸域では 2 年間で半分以下に減少），底層生息

性の魚類（カレイ，ヒラメ等）中の濃度は堆積物中のイ

ンベントリと同程度の減少率となっている20)（図―

.）。

.. 環境中での放射性セシウムの挙動のシミュ

レーション技術

森林等から雨水による土壌浸食により土砂粒子ととも

に放射性セシウムは流出し，河川水系を移動・堆積し，

河口に至る。この放射性セシウムの挙動はシミュレーシ

ョンできるようになりつつある。森林等から河川水系へ

の放射性セシウムの移動に伴う濃度分布の変化等，得ら

れた計算結果を調査結果と比較することにより，シミュ

レーションの適用性を確かめている。例えば，請戸川の
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図―. ゾーニングのイメージ（沈着量に応じた維持管

理方策の選択）
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大柿ダム湖の入口における平水時及び高水時の河川水中

放射性セシウム濃度を評価した上で，高水時における出

口での放射性セシウム吸着土砂粒子の流出挙動を評価し，

調査結果との比較評価を行い，両者は概ね整合するとの

結果を得ている21)。

.. 影響低減対策

ここでは，森林と河川・ため池等における放射性セシ

ウムによる影響の要因とその低減対策について述べる。

 森林

森林における放射性セシウムの影響として留意すべき

点としては，下記が挙げられる。

 土壌浸食に伴う放射性セシウムの河川等への流出

 生活圏における除染した林縁部へのセシウムの移

動

 除染しない生活圏外の森林における林業従事者等

の外部被ばく

 林産物への放射性セシウムの取り込み

 沢水への放射性セシウムの混入

..で述べたとおり森林からの土壌浸食等に伴う放

射性セシウムの流出率は小さい。これは，森林内では，

樹根が土中に張り巡らされ，落葉等が覆っていることか

ら，雨水による土壌の浸食を抑えるためである。

落葉等の除去や間伐等の森林整備を行うことにより空

間線量率の低減がどの程度期待できるのかが林野庁によ

り調査されている（川内村の試験地）。林縁から20 m ま

での落葉等除去を行った場合の空間線量率の低減効果は

30程度となり，さらに林縁から20～50 m 奥までの落

葉等除去では線量低減効果はほとんど認められなかった。

落葉等除去に加え皆伐を行っても追加的な線量低減は，

落葉等除去の半分未満であった21)。

広範囲の落葉等の除去は，雨水による土壌の浸食を妨

げる機能を損なうこととなり，放射性セシウムの流出率

の大幅な増加が懸念されることとなる。このことから，

林床を被覆することにより線量低減を図る工法が検討さ

れている。林床を被覆する工法として，植生マット工，

植生基材吹付工，木材チップ散布工について，被覆する

資材の厚さを 5 cm 厚，10 cm 厚として試験を行い，最

も効果がみられた植生基材吹付工10 cm 厚で20～30

程度の線量低減効果が得られた22)。

樹木の幹部である木材中の放射性セシウムの濃度は，

樹皮表面からと根からの吸収により変化することが考え

られる。これまで林野庁が福島県内で実施した樹木の放

射性セシウム濃度調査では，木材部分の最高値は0.89

kBq/kg であった。この木材で囲まれた居室で 1 日の 8

割を過ごすと仮定した被ばく線量は年当たり0.022 mSv

であり，国内の一人当たりの天然の放射線による被ばく

量のばらつきの年当たり0.4 mSv よりもかなり小さく，

人体への影響はほとんどないと考えられる22)。

帰還困難区域を含め地下水では放射性セシウムは検出

されていない23)が，沢水では放射性セシウムを含む懸

濁物が混入する可能性があり注意を要する。

林業等の再生，帰還に向けた計画立案等への貢献のた

め，1F からのプルームと沈着量分布との関係を踏まえ

設定したゾーニングに応じた維持管理方策の選択（図―

.）を適切に行うことが考えられる。維持管理方策と

しては，事故前に行われていた通常の森林整備のための

間伐等が挙げられる。沈着量分布と樹木や林産物中の放

射性セシウム濃度の関係を把握し，その経時変化を予測

することで，適切な間伐の時期や林産物の採取制限期間

を判断することが考えられる。このためには，航空機モ

ニタリング，無人ヘリデータに基づく効率的な沈着量分

布の把握と物理減衰に基づく将来予測を行い（口絵写真

―)24)，樹木や林産物への影響を推定することが求め

られる。

 河川・ため池等

河川・ため池等における対応に関しては，生活圏の空

間線量を低減するための方策に係る基本的な考え方とし

て，放射性セシウムの蓄積により空間線量が高く，かつ，

一般公衆の活動が多い生活圏に該当すると考えられる箇

所については，必要に応じ，除染を実施することが示さ

れている25)。

ため池の対策としては，放射性セシウムを除去し底質

（底にたまった土砂等の堆積物）を減容するためのもの

と，放射性セシウムの拡散を抑制するためのものに大別

され，以下の 4 つの手法が示されている26)。

（減容）

 放射性セシウム濃度の高い細粒分を底質の剥離洗

浄により回収し，放射性セシウム濃度の低い粗粒

分を池敷に戻す（除去工法）

（拡散抑制）

 放射性セシウムを多く含む表層の底質をコンク

リートで固め，その上に汚染していない土で被覆

して，底質の巻き上がり防止と水位低下時の空間

線量への影響を低減する（底質固化・被覆工法）

 シルトフェンスを設置することで，水面付近の流

れを遮断し，放射性セシウムを含む濁水の懸濁物

の沈降を促進するとともに，底質の巻き上がりを

防止する（シルトフェンスの設置）

 底質の混入防止のため表層の貯留水を取水できる

よう取水位置を変更する（表層取水）

除去工法で生じる放射性セシウム濃度の高い除去土壌

は，中間貯蔵施設にて受け入れるとの方針が環境省から

示されている。

河川においては，上述のとおり生活圏に該当すると考
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えられる箇所での必要に応じた除染の考え方が示されて

おり，具体的な手法が提案されることとなると考えられ

る。一方，河川の適正な維持管理においては，洪水対策

として河積を拡大・確保するため河道の土砂を浚渫する，

若しくは環境対策（水質維持）のため堆積した川底の底

泥を浚渫することが行われる。このような維持管理によ

る浚渫は除染ではないことから，浚渫土の扱いが課題と

なる。事故前には適切に行われていた維持管理が停滞す

る場合，河積断面の不足等により豪雨時における河川増

水による河道内堆積土砂の流出が懸念される。

. お わ り に

放射線モニタリングとそれに基づく放射性物質の地表

への沈着状況等のマッピングでは，住民の被ばく線量の

推定や除染の計画立案等のための基本情報を整えた。こ

れを踏まえ放射線防護では，線量の低減目標等を踏まえ

た被ばく線量推定の考え方に基づく評価を行った。除染

モデル実証事業等では，適切な除去物対策を講じて除染

対象に応じた様々な手法や技術を適用し，それらの有効

性について評価した。環境中に沈着した放射性セシウム

の影響については，雨水による土壌の浸食や風化等の自

然現象により徐々に環境が回復してきていることを示し

た。

今後取り組むべき課題としては，生活圏外の森林への

対策と除染除去土壌等の減容化が挙げられ，自治体や住

民の方々等関係者の理解を得て進めることが鍵になるこ

とから，早期帰還や安全安心の確保に向けて環境回復や

技術開発の状況等を分かりやすく説明し理解を得るコミ

ュニケーションが特に重要と考えられる。こうした理解

促進を支えるための，環境回復の取り組みを踏まえた知

識の体系化が求められる。
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