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施設で保管する必要がある土壌量、ひいては最終処分量を減

少させることができる可能性があり、長期的な視点から極めて

重要な取り組みである。2011年より環境省の除染技術実証事

業
2, 3）が継続しており、その後 2015 年には環境省が「中間貯

蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」
4）を立

ち上げ、減容・再生利用の技術開発に関する検討を開始した。

これまで検討・実証が進められてきた減容化技術として

は、重金属汚染土壌処理で活用されてきた土壌洗浄法
5 -7）や

1．はじめに
除染により発生する放射性セシウム含有土壌に対する減容

化技術の適用に関する検討が本格化している。

福島県内の除染による土壌・廃棄物発生量は1,500～2,800
万m3

と推定されており
1）、その一部は2015 年 3月から中間貯

蔵施設への移送が開始された。中間貯蔵施設で保管された後

に、30 年以内に県外最終処分を完了することになっている。

放射性セシウム含有土壌への減容化技術の適用は、中間貯蔵
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Summary
We have started examining application of volume reduction technologies to radiocesium-contaminated soil 

generated by decontamination operations. Reducing the quantity of soil not only stored in interim storage facilities 
but also treated by a final disposal can be achieved and is also an extremely important approach from a long-term 
perspective. On the other hand, as for the  application of volume reduction technologies, a comprehensive evaluation 
needs include natural attenuation of radiocesium, soil reuse and a final disposal scenario, not just technical contents. In 
this paper, we will discuss issues on application of volume reduction technologies to removed contaminated soil with 
the aim of soil reuse.
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図1	 除去土壌の減容化シナリオと本稿で取り上げる課題の概念図
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術・濃度・土質等の検討
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課題 3.	再生利用の課題
	 ・環境安全性の判断・確保
	 ・土木材料品質の判断・確保
	 ・有効利用先の確保

課題 4.		一定レベル以下の土壌の
管理保管方法
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従来の廃棄物処理や汚染土壌処理等で活用されてきた焼

成
8, 9）、溶融

10）などの加熱処理法、酸を用いて放射性セシウム

を抽出する化学処理法
11）などがある。土壌洗浄法は安価で技

術的にも確立されているが水田土壌などの粘土分が多い土壌

への適用は難しいという課題がある。加熱処理法は粘土質土

壌にも適用可能であるが、コストが土壌洗浄法と比較して高

価であり、少量であるが放射性セシウムが濃縮された飛灰が

発生するなど、各方法に長所と短所がある。また、減容化後

に発生する浄化物の再生利用先の確保など、技術的な観点以

外の課題もある。

一方、30 年後の搬出を見据えた場合、半減期が約 30 年の
137Cs、半減期が約 2 年の

134Cs（ 134Cs は現時点で当初の約 4
分の1の濃度になっている）の自然減衰により、放射性セシウ

ム濃度は現時点（2015 年11月）濃度の約 1 /3になり、結果

として大部分の土壌の放射性セシウム濃度は 8,000 Bq/kg 以

下になると推定されている（詳細は 2 章）。30 年後の濃度面か

ら考えた場合、減容化処理をせず、最終処分、さらには管理

状態で外部被ばくや地下浸透防止をしつつ再生利用をすること

も視野に入るであろう。

他方、再生利用の視点からも課題がある。例えば、除染で

発生した土壌の半分以上を占める可能性がある水田土壌は粘

土分が多いため、そのままでは土木資材としての品質の観点か

ら再生利用が難しい、という課題が指摘されている。また、

減容化技術の適用時期（中間貯蔵施設に搬入した直後に適用

するのか、もしくは一度、埋設した後に適用するのか）、土壌

洗浄法を適用する場合、適用可能な土質・濃度レベルを現場

でどのように判断するのか？　仮置き場等の遮蔽体として利用

した、非汚染土壌についてどのように再生利用するのか、など

のより細かい課題もあろう。

これらの課題は、個別課題ではなくそれぞれの課題が連動

しているものが多く、また現時点では決まっていないことも多

いことから、1つの解を準備することは難しい。しかしながら、

最終処分までを含めた複数のシナリオを構築し、シナリオ毎

に課題を洗い出し、その解決策と最適なシナリオ評価をして

いく必要があると考えている。筆者らはこれまで減容化技術

の適用や再生利用に関して議論を重ねてきた。本原稿では、

減容化技術適用から再資源化・再生利用も含めた様々な

フェーズにおける現状や課題について、これまでの議論をベー

スに整理をしたので報告する。

図 1の黒線は土壌・浄化物、グレー線は濃縮物を示し、破

線は本文に触れていないオプションを示している。点線枠で

囲われた文字は本稿で取り上げる課題である。（勝見（2015）
を参考に加筆修正

12））
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図 2	 自然減衰による放射性セシウム濃度の推定値
	 （左図 : 2011年 11月、右図 2045 年 3月 : Yasutaka et al（2015）のデータを元に解析）
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2．自然減衰による濃度減衰
30 年後の搬出を見据えた場合、半減期が約 30 年の

137Cs、
半減期が約 2 年の

134Csの自然減衰により、合計の放射性セ

シウム濃度は、現時点（2015 年11月時点）での濃度の約 1/3
になると予想される。図 2に執筆者らの論文

13）で使用した福

島県内の除染土壌中の放射性セシウム濃度および量の計算結

果（福島県内を100 m メッシュに分割し、各メッシュの土地利

用と放射性セシウムの沈着量から除染土壌中の放射性セシウ

ム濃度および量を推定）を基にした、2011年11月時点の濃度

（除去土壌中の放射性セシウム濃度を 2011年濃度に換算した

という意味）と2045 年 3月時点の推定濃度を示す。この試算

結果によると、2011年11月時点の放射性セシウム濃度が

8,000 Bq/kg 以下のものが20%以下であるが、2045 年には

約 80%以上が8,000 Bq/kg 以下に、全体の約 50%が3,000 
Bq/kg 以下になる。自明であるが、減容化技術を適用しなく

ても放射性セシウム濃度は 30 年後には大幅に低減する。こ

れらの将来予想濃度を考慮した上で、現時点での減容化技術

の適用を判断することが重要であろう。

3．減容化技術の技術特性と適用評価
放射性セシウム含有土壌の減容化技術に関しては、先に述

べたとおり多くの試験・研究、実証試験、さらには環境省
14）

や筆者によるレビュー
15）などがある。放射性セシウムを含有す

る土壌の減容化手法を大別すると、分級に加えさまざまな手

法を用いた洗浄により放射性セシウムを多く含むシルト・粘土

のような細粒土壌を除去する土壌洗浄法、反応促進剤等を加

え加熱により放射性セシウムを除去する加熱処理法
16）、有機

酸等を用いて放射性セシウムを土壌から溶解させ除去する化

学処理法の3つがある。土壌洗浄法は物理的に放射性セシウ

ムを多く含む細粒分を除去することで濃度を低減する手法で

あり、加熱処理法と化学処理法は、土壌とセシウム自体を分

離する方法である。ここでは、現時点で技術的に確立されつ

つあり、実証試験等も多くの土壌に対して進んでいる土壌洗浄

法、熱処理法についての概要を説明する。

土壌洗浄法は安価で技術的にも確立されており、砂質土で

は浄化率が 60 ～ 80%程度、減容率（減容化前土壌量に対

する減容化後に発生する濃縮物量）も 20 ～ 40%程度と高い

ものの、主に砂質土壌にのみ適用可能であり、水田土壌など

の粘土分が多い土壌への適用は難しいという課題がある。こ

れは土壌洗浄法では、放射性セシウムの吸着量が多い細粒分

を取り除き、砂分のみとすることで放射性セシウム濃度を低

減するが、粘土分が多い場合には残渣（一般的には汚泥状）

割合が高くなり、減容効果が低くなるためである。

焼成
8, 9）、溶融

10）などの加熱処理法は、多くの土壌に適用

可能であり、浄化率は90 ～ 99.9%、減容率が1～10%程度、

さらに発生する浄化物は砂礫状もしくはスラグであり、再生利

用しやすい形状であるという特徴がある
16）。一方、減容化コス

トが土壌洗浄法と比較して高価であり、少量であるが放射性

セシウムが濃縮された飛灰が発生する。熱処理方法について

は、「放射性セシウムを含む除去土壌等の加熱処理に関する

技術評価」
16）に詳しくまとめてあるので参照されたい。

減容化技術の適用のコストも考慮する必要がある。例えば、

安価な減容化手法である土壌洗浄法の処理単価を1.2～3万
円/t（文献

14）の平均～最大）して除去土壌の1,000万 tを処

理した場合、1,200～3,000 億円の減容化費用が必要となる。

さらに、浄化物の再生利用先を確保、浄化物の再生利用コス

トおよび濃縮物の管理保管コストの合計が減容化を実施しな

いコストと比較して安価であることが重要となる。例えば、減

容化を実施しない場合でも再生利用が可能な土壌は、土壌洗

浄を適用せずそのまま再生利用する方が、濃縮物の発生およ
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表1	 各減容化技術の概要

*ヒアリング結果も含む

土壌洗浄法
5-7, 14） 化学処理法

11, 14） 加熱処理法
14, 16）

浄化率
砂質土の場合高い 情報が少ない 非常に高い

砂質土（約 60 ～ 98 %） 約 20 ～ 96% 90 ～ 99.8 %

減容率

（濃縮物量 /元土壌量）

砂質土の場合高い
情報が少ない

非常に大きい

約 20 ～約 40% 5 ～ 10%

濃縮物 汚泥（脱水ケーキ） 酸抽出液 or 吸着剤 焼却飛灰

浄化物性状 砂礫 土壌状
砂礫状（焼成）

スラグ（溶融）

費用
相対的に安価

（1.2～3万円/t :文献14）の平均～最大）
情報が少ない（6 ～ 10万円/t） 相対的に高価（約12* ～ 21万円/t）

課題 粘性土が多い土壌には適用できない 事例が少ない 相対的に高価
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びコスト面からは有効である。

さらに、以上のような各減容化技術の長短所を踏まえれ

ば、除去土壌の濃度や粒度特性を踏まえた適用戦略を検討

する必要がある。例えば、土壌洗浄法は再生利用に供するこ

とが可能な土壌を効率よく得ることができる比較的低濃度の

砂質土壌に主に適用し、少量ではあるが高濃度の除去土壌に

ついては加熱処理法を適用する。また、土壌洗浄法の適用に

より生じた高濃度残渣に対して、さらに加熱処理法を適用す

るなどの両技術の組み合わせも一つの考え方である。減容化

手法の適用に関するオプション評価は、適用する減容化手

法、適用濃度・土質、再生利用可能濃度・可能量、濃縮物処

理費用等、多くのパラメータが必要であることから、実際の適

用前に多くのケーススタディが必要であろう。

4．再生利用にむけた課題
減容化後の浄化物もしくは減容化を適用しない除去土壌の

再生利用は大きな課題であろう。再生利用に置いて重要なポ

イントは 3つ、①環境安全性の確保、②用途に応じた土木材

料としての品質の確保、③再生利用先の確保、である。

環境安全性の確保は、これまで主に2 つの視点から議論が

されてきた。一つは、作業者や利用者の外部被ばく線量の観

点であり、もう一つは地下浸透水を経由した放射性セシウム

の地下への移行である。外部被ばくに関しては、多くの検討

がなされており、例えば、環境省（2011）の検討では「上層に

30 cmの遮へいがあれば、3,000 Bq/㎏以下（40 cmの遮へい

であれば 10,000 Bq/kg 以下）の再生資材を用いても、完成

道路の周辺居住者の 追加被ばくを10 μSv/年以下に抑えるこ

とが可能」
17）とされるなど、3,000 Bq/kgであっても30 cmの

遮蔽で再生利用できる可能性が示唆されている。また、地下

浸出水を経由した放射性セシウムの地下への移行に関しても

幾つかの検討がなされており、放射性セシウム自体が土壌か

ら溶出しにくいこと
18, 19））、また土壌への吸着性が強いため土

壌から溶出した微量の放射性セシウムも下部土壌に強く吸着す

る特性を持つことから、放射性セシウムの地下への移行につ

いては、8,000 Bq/kg 程度であれば地下への移行のリスクは

低いと判断できる
20）。さらに、環境安全性の確保においてト

レーサビリティは重要な要素であることから、再生利用先とし

ては長期的な管理が可能である公共事業等が適しており、か

つトレーサビリティの確保、さらに必要であれば定期的な環境

モニタリングの実施が重要であろう。

土木材料としての品質の確保は、用途に応じた品質の要求

水準と浄化物もしくは減容化しない除去土壌の品質の一致が

必要である。例えば、土壌洗浄後に得られる砂もしくは砂礫

は、一般の建設発生土と同様の再生利用ができる可能性が高

い。また、加熱処理後に得られる砂礫状もしくはスラグは、

それぞれコンクリート用骨材、路盤材、盛土材等の品質を満

たす。一方、減容化しない除去土壌の再生利用の際には、発

生場所の土地利用（水田・畑地・宅地等）や土壌性状により、

材料としての品質が大きくバラつくことが予想される。特に水

田土壌のような粘土分が多い土壌の再生利用方法について

は、多くの検討が必要であろう。また、減容化処理土壌では

混入している有機物等も前処理過程で除去されることが想定

されるが、減容化しない除去土壌の場合、有機物等の除去が

なされないシナリオも想定されるため注意が必要である。ま

た、直接の土木材料ではないが、セメント原料、セメント骨材

としての活用も検討の価値があろう。

最後に、再生利用先の確保はもう一つの大きな課題であ

る。例えば、環境省（2015）では、土木構造物の裏込材、河

川築堤、鉄道盛土、水面埋立、コンクリート用骨材などの利

用だけでなく、中間覆土材、上部覆土材などの用途も検討さ

れている
4）。また、用途検討も重要であるが、供給が十分で

も需要がないと再生利用はなされない。災害廃棄物や津波堆

積土の処理物の再生利用においても同様の課題が存在した

が、今後実施予定の大規模土木工事の予定も含めて将来の利
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活用可能性について検討をする必要があろう。

5．最終処分方法に関する一つの論点
最終処分の方法についての議論はこれまで多くはなされて

いない。例えば筆者らの除染費用の試算においても、最終処

分費用は処分方法の情報が不足している、という点から含めて

いない
13）。福島県外での最終処分という基本方針以外は最終

処分の対象となる濃度・性状について定まっていない状況であ

るが、本稿では最終処分方法に関する環境リスクについて論

点を一つ提示したい（もちろん、最終処分についてはここで示

す以外にも、論点が多数あるのは重々承知の上での提示であ

ること、ご了承いただきたい）。

ここで提示する論点は、30 年後に一定レベル以下（例えば、

3,000 Bq/kg 以下や 8,000 Bq/kg 以下）の放射性セシウムを

含有する土壌が再生利用されない場合の管理方法である。筆

者らの試算によれば、減容化手法を適用しない場合において

も、30 年後には約 50%の土壌が放射性セシウム濃度 3,000 
Bq/kg 以下になり、8,000 Bq/kg 以下となるものは約 80%と

推定されている。これらの土壌に関しては一定レベルの管理下

においてトレーサビリティが取られた状態で公共事業等での再

生利用が進むことが望ましいものの、その量や社会受容性の

観点から全ての土壌を再生利用できないケースも想定される。

中間貯蔵施設では、放射性セシウムが土壌に強く吸着・固

着して溶出性が極めて低いことを考慮して、8,000 Bq/kg 以下

の土壌についてはモニタリングを中心とした土壌貯蔵施設（I
型）、8,000 Bq/kg 以上の土壌については底部・側部に遮水

対策等を施した土壌貯蔵施設（Ⅱ型）に保管することが基本と

なっている。これらの設計は放射性セシウムの土壌からの溶

出性が極めて低いことを考慮したものであり、既往研究も含め

多数の溶出試験
18, 19）や物質移動シミュレーション

20）により裏

付けられている。例えば、8,000 Bq/kg 以下の濃度レベルで

は、数十 cm 程度の遮蔽により追加被ばくを10 μSv/年以下

に抑えることが可能である
17）。これらの点を鑑みると、3,000 

Bq/kg 以下の土壌、もしくは 8,000 Bq/kg 以下の土壌の再生

利用が受入先の確保や社会受容性の観点から難しい場合にお

いても、これまでの科学的な知見の蓄積を踏まえ、焼却飛灰

等の高濃度濃縮物とは区別した、環境安全性と合理性を考慮

した、安全でありかつ過度に社会的費用の負担とならない「中

間貯蔵施設搬出後の保管管理方法」を構築することが重要で

あろう。

6．終わりに、出口から見た減容化の戦略を
ここまで、自然減衰による濃度減衰、減容化技術の技術特

性と適用限界、再生利用に向けて、最終処分法に関する論点

と中間貯蔵搬入後、減容化、再生利用、最終処分に向けて

重要になるであろう項目とその課題を述べてきた。

ここで述べたように、減容化技術は万能ではなく、土壌洗

浄法は適用土壌種が限定的であること、熱処理法は浄化率が

高く適用土壌種も幅広いが処理単価が土壌洗浄と比して高額

であること、などの特徴がある。これらの減容化技術の適用

は浄化物の濃度を一定程度低減させるが、濃縮物ができ、か

つ減容化コストも必要となる。先に述べたとおり除染土壌の半

分である1,000万 t に土壌洗浄法を適用した場合には、減容

化処理を適用した場合には、少なくとも1,000 〜3,000 億円

のコストが必要となることから、減容化後の浄化土壌の再生

利用先の確保を見据えた適用が重要である。

一方、自然減衰により30 年後には約 80%の土壌が 8,000 
Bq/kg 以下になり、かつ全体の約 50%が3,000 Bq/kg 以下

になると推定される。これらの状況を鑑みた場合、減容化を

実施しなくても、環境安全性やトレーサビリティを確保したう

えでの再生利用、環境安全性と合理性を考慮した（中間貯蔵

施設からの搬出後の）保管管理方法の構築により、環境安全

性と経済の両面で有効な管理を検討することも重要であろう。

今後は、減容化の適用の必要性を含めた出口戦略（再生利

用と最終処分の方法と適用条件）の構築が必要である。
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和 文 要 約
除染により発生した放射性セシウム含有土壌に対して、減容化技術の適用検討が始まっている。中間貯蔵施設で保管する必要が

ある土壌量、ひいては最終処分量を減少させることができる可能性があり、長期的な視点から極めて重要な取り組みである。一方、

減容化技術の適用においては、技術的な内容だけでなく、放射性セシウム濃度の自然減衰、再生利用、最終処分シナリオを含め

た総合的な評価が必要である。本原稿では、除去土壌への減容化技術との再生利用を見据えた課題について論じる。




