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研究の背景と目的研究の背景と目的

 福島第一原子力発電所の周辺から北西方向に、高濃度

に汚染された地域が存在する

 例えば、文部科学省：放射線量等分布マップ拡大サイト

 その地域の主要な土地利用は森林である その地域の主要な土地利用は森林である

 農地などと違い、森林には、樹木、リター*、枯死木、土壌

などが存在しており、それらが汚染される

*リター：森林において、落ち葉や微生物
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による分解途中の落ち葉など、地表を
覆っている有機物層



研究の背景と目的研究の背景と目的

 森林総合研究所や、文部科学省の調査により、現段階
では、ほとんどの汚染物質（セシウム）は樹木の地上部
分 リタ 土壌 (0 5 深）に存在する分、リター、土壌 (0–5cm深）に存在する

 汚染を把握するため、また除染の戦略構築ためには、
汚染された物質量を把握する必要がある汚染された物質量を把握する必要がある

 本研究では、高濃度に汚染された森林地域の物質（樹
木地上部 リタ 枯死木 土壌 深 ） 総量を木地上部、リター、枯死木、土壌 (0–5cm深) ）の総量を
推定した
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研究の流れ

航空機調査による

研究の流れ

航空機調査による
汚染マップ

森林タイプと
壌 プ 布

データベース・データ

抽出されたデータ

最終推定値
汚染地域の抽出 土壌タイプの分布

最終推定値

汚染地域の
森林タイプ・土壌タイプの分布

森林タイプ・土壌タイプごとの平均的な
バイオマス・リター・枯死木・土壌量

汚染された物質の量 灰分率

文部科学省の航空機調査(11月）の結果から

燃焼・圧縮した時の量
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文部科学省の航空機調査(11月）の結果から
134, 137Cs 1000 kBq m−2 ≤の地域を抽出



汚染地域の森林タイプと土壌タイプ汚染地域の森林タイプと土壌タイプ

森林タイプ/土壌タイプ 面積

km2

森林面積 428

森林タイプ森林タイプ

落葉広葉樹林 (DBF) 210
常緑針葉樹林 (ENF) 201
落葉針葉樹林 (DNF) 17
土壌タイプ土壌タイプ

褐色森林土 (B) 293
黒色土 (Bl) 70
未熟土 (Im) 51
グライ土 (G) 5グライ土 (G) 5
岩石地 (RK) 5
その他 (NI) 4森林タイプと土壌タイプの分布

森林428 km2森林
(対象地域総面積 646 km2 の66 %)

福島の森林の 4 % 

赤線：対象とした地域
菱形：福島第一原子力発電所

日本の森林の 0.17 %
国土の 0.11 % 5



汚染された森林物質量汚染された森林物質量

総量
体積：33 Mm3体積

重量：21 Tg (乾燥重量)

土壌が多い
リタ は少ないリターは少ない

AB: 地上部樹木バイオマス
L: リター、CWL: 枯死木リター

M （メガ）: 106
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Soil: 土壌 M （メガ）: 106

T （テラ）: 1012

枝・葉の体積は推定していない



汚染された森林物質量(内訳）

森林タイプ・土壌タイプ 体積 重量

汚染された森林物質量(内訳）

森林タイプ 土壌タイプ 体積 重量

M m3 Tg

地上部樹木バイオマス
落葉広葉樹林 4.3 3.4 
常緑針葉樹林 6.5 2.5 
落葉針葉樹林 0 5 0 3落葉針葉樹林 0.5 0.3 

合計 11.3 6.1 
リター 落葉広葉樹林 NE* 0.3

常緑針葉樹林 NE* 0.2

落葉針葉樹林 NE* 0.0

合計 NE* 0.5

枯死木
落葉広葉樹林 NE* 0.2

常緑針葉樹林 NE* 0 9常緑針葉樹林 NE 0.9

落葉針葉樹林 NE* 0.0

合計 NE* 1.1

土壌 褐色森林土 14.7 8.6

色黒色土 3.5 1.6

未熟土 2.6 2.3

グライ土 0.3 0.2

岩石地 0.3 0.2

その他 0.2 0.1

合計 21.4 12.9

合計 合計 32.7 20.77
NE*: 推定せず



焼却・圧縮時の試算焼却・圧縮時の試算

文献で報告されている各部位の灰分率と、圧縮時の灰
密 ば密度を2Mg/m3と仮定すれば

 地上部樹木バイオマス、リター、枯死木は、焼却すれば 0.1 
T まで減少Tgまで減少

 さらにその灰を圧縮すれば 0.07Mm3 まで減少できる

 土壌も圧縮すれば 6 M 3 まで体積を減らせる 土壌も圧縮すれば 6 Mm3 まで体積を減らせる
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考察

現時点では、森林総合研究所や文部科学省の報告にあるように
セシウムは タ 多くとどま る（とく 落葉広葉樹林）

考察

•セシウムはリターに多くとどまっている（とくに落葉広葉樹林）
•常緑針葉樹林（スギなど）はまだ樹木の葉が多くのセシウムを保持している
•土壌にはすでに約2割のセシウムが移行している

これらを考慮に入れると

本研究から 除去した際に発生する物質の量の観点からもリタ の除去は効率本研究から、除去した際に発生する物質の量の観点からもリターの除去は効率
的

しかしながら リターは常に分解（特に夏）されるので もしリター除去で除染するしかしながら、リターは常に分解（特に夏）されるので、もしリター除去で除染する
なら早いほうがよい
毎年30–40%が分解され土壌へ入る

また 針葉樹では今後数年は 汚染された落葉落枝が土壌へ落ちてくるので 継また、針葉樹では今後数年は、汚染された落葉落枝が土壌へ落ちてくるので、継
続的な除去が必要
代表的な針葉樹であるスギの葉の寿命はおよそ5年
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考察

現段階で、樹木・リター・枯死木(すなわち土壌以外）をすべて除去すれば、80％

考察

(
のセシウムが除去できる

しかし、大規模な伐採は、生態系の破壊、大規模な浸食・土砂崩壊の可能性が
ある点を考慮に入れる必要がある
一方、燃焼は発電などの燃料に使える可能性がある

森林内でのセシウムの移動、また土地利用間の移動をモニタリングしていく必
要がある要がある

コスト・ベネフィットによっては一部地域の除染をあきらめることも選択肢かもし
れない（議論が必要）れない（議論が必要）
 (例えばIAEA: Summary Report of the Preliminary Findings of the IAEA Mission on remediation of 

large contaminated areas off-site the Fukushima Dai-ichi NPP)

除染戦略の策定（全域を対象にするのか？など）や
除染技術の構築・実行には

学際的な研究者・技術者の協力が必要である学際的な研究者 技術者の協力が必要である
素早い意志決定と強いイニシアチブが必要である
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