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技術報文

セシウム吸着機能付ジオシンセティックスの

除染区域適用における継続調査

東洋紡株式会社 スパンボンド事業部 下田 宏治

１．はじめに

山林部、里山部において、居住部への放射線量低減のため除染作業が行われる。除染により一

時的に空間線量が低減出来ても、未除染区域からの放射性物質の流入により、除染区域が再汚染

される恐れが懸念される 1) ,2)。

そこで、除染区域に上流側から落ち葉や、表層土等が流入しないよう設置された「柵工」に、

セシウム吸着不織布を上流側に貼り付けた「特殊柵工」を構築することで、未除染区域からの放

射性物質の移行が抑制されると考え、除染区域の放射線量・放射能濃度を 5年間計測した結果を

報告する。

２．特殊柵工の特長

「特殊柵工」には、選択的にセシウムを吸着する紺青（ヘキサシアニド鉄(II)酸鉄(III)）を、長

繊維スパンボンド不織布に塗布または含浸させたセシウム吸着不織布（図-1）を柵工の上流側に

貼り付ける。セシウム吸着不織布は、通常の不織布と同じように使用でき、フィルター効果によ

り放射性物質を含んだ土粒子を留めるとともに、雨水、湧水等に溶出した放射性セシウムを吸着

する。この不織布を使用することで、放射性セシウムを含んだ物質が下流域へ拡散することを抑

制する。

図-1 セシウム吸着機能付長繊維スパンボンド不織布の構造

今回は比較施工として、柵工単体、柵工に通常の長繊維スパンボンド不織布を張り付けたもの、

セシウム吸着不織布を張り付けたもので行った。各断面を図-2 に記す

図-2 各柵工断面図
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３．特殊柵工の設置概要

(1)施工および調査概要

施工および調査期間：平成 25年 9月 18日～平成 30年 8月 3日

場 所：福島県内某所

(2)施工概要

特殊柵工は、除染後の斜面にほぼ直行する形で設置されている簡易の柵工の上流側に、セシウ

ム吸着不織布を貼り付けた区画を設けた。

設置概要図を図-3 に、施工状況写真を写真-1、2、3 に記す。

【設置概要図】

図-3 各柵工設置姿図

【施工状況写真】

写真-1 柵工俯瞰（上流側：溝掘り後） 写真-2 吸着不織布設置後

5m5m5m

除染区域

柵工単体区画 柵工＋長繊維不織布区画 柵工＋吸着不織布区画

※傾斜約 30°

：草類

：切り株類
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写真-3 柵工正面

４．測定方法と初期測定結果

各工区の放射線量(地表からの距離、h=1cm ・ h=1m)及び、土壌放射能濃度を測定した。

：放射線量率(地表からの距離、h=1cm ・ h=1m μSv/h)

：土壌放射能濃度測定(Bq/kg)の測定箇所

：放射線量率(地表からの距離、h=1cm ・ h=1m μSv/h)の測定箇所

図-4 線量・放射能濃度測定位置図

※ 放射線量率は、アロカ社製 TSC-172Bを用いて、

空間線量率（h=1m）および地表線量率（h=1cm）を

測定した。地表線量率はコリメーター（放射線遮蔽筒）

を使用し外部よりの放射線を遮蔽した形で行った。

※ 土壌放射能濃度は、Cs134 と Cs137の合計とした。

※ 試料採取日、測定日は平成 25年 9月 18日

写真-4 計測器と放射線遮蔽円柱

除染区域

5m 5m

2.5m

未除染区域

※傾斜約 30°

：草類

：切り株類

：針葉樹
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設置時の測定結果を表-1 に記す。

表-1 初期計測結果

区 域 位 置
放射線量率(μSv/h) 土壌放射能濃度

(Bq/kg)空間(h=1m) 地表(h=1cm)

単独柵工
未除染区域 1.81 0.63 ―

除染区域 1.95 0.61 58,770

柵工＋長繊維不織布
未除染区域 1.81 0.60 49,831

除染区域 1.87 0.40 20,138

柵工＋吸着不織布
未除染区域 1.70 0.72 ―

除染区域 1.86 0.53 23,332

５．継続調査方法

(1) 土壌放射能濃度

土壌放射能濃度については試料採取が長期にわたることより、同じ場所で複数回採取するとデ

ータが不明確になると考え、設置した不織布を経時毎に異なった場所で抜取り、放射能濃度を測

定することとした。

(2) 放射線量率

放射線量率については、放射能濃度測定より回数の頻度を上げて計測することとした。

６．継続調査結果および考察

(1)各位置放射線量率の変化

継続調査における各位置放射線量率の変化を、表-2、3 及び図-5、6 に記す。h=1m の放射線量

率は、未除染区域、除染区域にかかわらず、常に h=1cm と比べ高い値を示した。これは，周辺森

林部の影響を受けていると考えられる。また、継続試験の放射線量率の変化から、未除染区域、

除染区域において、柵工に吸着機能付き不織布の使用の影響は認められなかった。また、いずれ

の条件も約 5年で 1/2～1/3に減衰していた。

表-2 放射線量率継続計測結果 1 単位：(μSv/h)

区 域 位 置
平成 25年 9月 平成 25年 12月 平成 26年 5月 平成 27年 3月

h=1m h=1cm h=1m h=1cm h=1m h=1cm h=1m h=1cm

柵工単独
未除染区域 1.81 0.63 1.86 0.60 1.75 0.56 1.31 0.40

除染区域 1.95 0.61 1.86 0.61 1.68 0.58 1.26 0.44

柵工＋長繊

維不織布

未除染区域 1.81 0.60 1.88 0.55 1.64 0.56 1.15 0.42

除染区域 1.87 0.40 1.90 0.51 1.66 0.61 1.30 0.40

柵工＋Cs

吸着不織布

未除染区域 1.70 0.72 1.92 0.58 1.56 0.55 1.22 0.40

除染区域 1.86 0.53 1.70 0.32 1.55 0.38 1.28 0.29
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表-3 放射線量率継続計測結果 2 単位：(μSv/h)

区 域 位 置
平成 27年 8月 平成 28年 7月 平成 29年 8月 平成 30年 8月

h=1m h=1cm h=1m h=1cm h=1m h=1cm h=1m h=1cm

柵工単独
未除染区域 1.13 0.43 0.86 0.26 0.72 0.24 0.55 0.21

除染区域 1.08 0.51 0.85 0.24 0.60 0.25 0.57 0.22

柵工＋長繊

維不織布

未除染区域 1.05 0.50 0.87 0.37 0.70 0.20 0.60 0.26

除染区域 1.10 0.42 0.79 0.30 0.68 0.24 0.60 0.21

柵工＋Cs

吸着不織布

未除染区域 1.04 0.49 0.80 0.27 0.65 0.25 0.59 0.22

除染区域 1.11 0.39 0.84 0.34 0.65 0.17 0.57 0.16

図-5 未除染区域放射線量率推移

図-6 除染区域放射線量率推移

(2) 各位置放射能濃度の変化

継続調査における不織布の放射能濃度変化を表-4 及び図-7 に記す。データのばらつきは大きい

が、全試験期間で長繊維不織布と比べ吸着不織布にセシウムが多く保持されていることが確認さ
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れた。このことから土壌粒子の保持だけでなく、溶存セシウムの移動の可能性も考えられた。ま

た、5年間では全体的に増加する傾向が認められ、上流側からのセシウム移動が確認された。

表-4 放射能濃度継続計測結果

区 域 位 置

H25年 9月 H26年 5月 H27年 3月 H28年 7月 H29年 8月 H30年 8月

土壌放射能
濃度(Bq/kg) 不織布放射能濃度(Bq/kg)

柵工単独
未除染区域 ―

― ― ― ― ―
除染区域 58,770

柵工＋長繊

維不織布

未除染区域 49,831
3,073 7,264 0 2,822 11,030

除染区域 20,138

柵工＋Cs

吸着不織布

未除染区域 ―
20,793 34,912 22,268 36,082 46,055

除染区域 23,332

図-7 柵工不織布放射能濃度推移

７．施工現場の変遷

施工現場の変遷を写真-5、6、7、8 に記す。

5年間で、除染区域も徐々に緑化が進むことが確認された。

写真-5 施工直後 写真-6 施工後約 2年

目印の木

柵工

撮影日：2013,09,18

撮影日：2015,08,07 目印の木
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写真-7 施工後約 3年 写真-8 施工後約 5年

８．まとめ

(1) セシウム吸着不織布のほうが長繊維不織布より多量の放射性セシウムを保持していることか

ら、セシウム吸着不織布により下流へのセシウム流出を防いでいると考えられる。

(2) 除染区域と未除染区域について空間線量率と地表線量率を計測したが、放射線量率により柵

工の効果を確認することは困難であった。これは、空間線量率は周囲の線量まで計測してしまい、

局所的な評価が出来なかったため、地表線量率についてはセシウム吸着不織布によりセシウムの

流入を抑制はしたが、土壌含有量より微小であったことより、除染区域と未除染区域との明確な

差が見いだされなかったためと考えられる。

(3) セシウム吸着不織布も長繊維不織布も、抜取り後十分に洗浄し放射能濃度を測定しているが、

図-7 の長繊維不織布の放射能濃度の上昇は、放射性セシウムの吸着ではなく、土壌粒子の付着や

不織布に絡みついた草木の根によるものと考えられる。

(4) 一度、材料に吸着したセシウムの放射能濃度が減衰したが再度上昇したことより、土壌等の

移行が継続すること，また、長繊維不織布と異なる傾向を示すことから土壌粒子だけで無く，可

溶化したセシウムの吸着が生じた可能性がある。

(5) 土壌および不織布のサンプル採取は、同様の条件で行ったが雨水・湧水による土粒子・リタ

ーの移動は全面均等ではないため、測定値のバラツキ要因の一つとして考えられる。
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