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概要概要

東日本大震災に端を発する福島第１原発事故

概要概要

東 震災 島
により，原発周辺地域への放射性物質の拡散が
深刻な社会問題となっています。放出された放
射性物質のうち，長期的問題となるのは半減期
が約2年のセシウム134（Cs134）と半減期が
約30年のCs137です。

(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(独)新エネルギ 産業技術総合開発機構
（NEDO）の支援のもと現在開発中のナノカル
シウム土壌改良剤がセシウム問題の解決に有効シウム土壌改良剤がセシウム問題の解決に有効
であることを紹介します。



基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識

• ベクレル（Bq）：放射能の量を表す単位で，1 秒間に1つ
原子核が崩壊して放射線を放 放射能 量が での原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量が1 Bqで

す。
約30年

• 半減期：放射性核種あるいは

素粒子が崩壊して別の核種あるいは素粒子が崩壊して別の核種あるいは

素粒子に変わるとき，元の核種

あるいは素粒子の半分が崩壊する期間。
セシウム137の壊変

~Wikipediaより~あるいは素粒子の半分が崩壊する期間。

（参考）

化学的性質：放射性同位体Cs137は安定同位体Cs133とほぼ同じ。
⇒ Cs133を実験に使用。

• シーベルト：生体の被曝による生物学的影響の大きさ
（線量当量）の単位。

ここでは，

対策方法に焦点を絞りお話します。



セシウム汚染の現状セシウム汚染の現状

原発事故で生じた汚
染物は既に広範囲に
及んでいます。 放射性汚染物が雨水

など さ 拡散すなどでさらに拡散す
る恐れがあります。

出典 http://agata107.ktkr.net/wj/medcal/2011/06/post-6.html

出典 http://radioactivity.mext.go.jp/ja/1940/2011/08/1940_0830_1.pdf



セシウムの土壌吸着セシウムの土壌吸着
～主に粘土へ～～主に粘土へ～～主に粘土へ～～主に粘土へ～

（事故当初）

大気中の放射性Csは化学形態の違いによらず水相へ移行し降雨によ
り土壌汚染を引き起こしますり土壌汚染を引き起こします。

土壌中の放射性Csの存在形態：

①：-COO-Cs+

①フミン物質等の有機物にイオン吸着

CsはCs+となるため，動植物の代謝産物に含まれる

カルボン酸イオン（-COO-）などに強く吸着しますカルボン酸イオン（ COO ）などに強く吸着します。

②土壌粒子表面にイオン吸着
同形置換によりマイナス性を示す土壌 C 2+

Na+
2+

Na+
K+Ca2+Cs+

②離れやすい

粘土表面

“同形置換”により粘土表面はマイナス性

同形置換によりマイナス性を示す土壌

表面にプラスイオンが吸着

③粘土の層状鉱物内に捕捉 K+とCs+が
Cs+

Cs+

K+

Ca2+

K+
Mg2+粘土表面

粘土内部

③粘土の層状鉱物内に捕捉
粘土の層状構造内に強く吸着

上記①や②の放射性Csも いずれ③として

結合強度：
Na+ < K+ < NH4

+ < Cs+ , Mg2+ , Ca2+

2:1型粘土鉱物の模式図

Cs+

K とCs が
交換

Cs

③強固に保持上記①や②の放射性Csも，いずれ③として

安定化されますが，その移行速度は共存する

有機物質量などに依存するため明確には予測できません。

2:1型粘土鉱物の模式図③強固に保持



セシウムの土壌吸着セシウムの土壌吸着
最近の状況最近の状況

新聞報道
＜セシウム汚染＞伊達市２地区のコメ出荷停止 政府が指示
毎日新聞 11月29日(火)19時46分配信

～最近の状況～～最近の状況～

毎日新聞 11月29日(火)19時46分配信

福島県伊達市の小国地区と月舘地区で収穫されたコメ（玄米）から最大で暫定規制値（１キロあたり
５００ベクレル）の２倍にあたる１０５０ベクレルの放射性セシウムが検出された問題で，政府は２９
日，両地区のコメの出荷停止を県に指示した。コメの出荷停止は福島市大波地区に続き２例目で，コメ
の放射能汚染は広がりを見せ始めている。の放射能汚染は広がりを見せ始めている。

当初なぜ安全と判断されたか！？

玄米への移行係数（幾何平均値）：0.0033
白米 移行係数（± 信頼区間） 0 0021 0 012白米への移行係数（±95%信頼区間）：0.0021～0.012

⇒ 500Bq/kg（食品の暫定基準値）を超えないだろう

移行係数：土壌1㎏中放射性核種濃度に対する作物1㎏中放射性核種濃度の比を表す値。
土壌から作物への移行係数は“作物”や“土壌の種類”によって異なる。

空間線量大

㈳日本土壌肥料学会 http://jssspn.jp/info/nuclear/cs.html

何が起きているのか！？
～現段階では特定できていない～
山林からの流水で放射性Csが流れ込みホットスポットを形成か！？

吸収

山林からの流水で放射性Csが流れ込みホットスポットを形成か！？
そこには十分量の粘土があったのではないのか！？そこには十分量の粘土があったのではないのか！？

やるべきこと（提案）：

○土壌に吸着したC をより安全で安定な形態へ

ホットス
ポット

Cs Cs Cs ○土壌に吸着したCsをより安全で安定な形態へ
←しかも可能な限り省資源・低コストで達成したい。

キーワード：省資源・省廃棄物 ⇔ 低コスト（安全最優先）



ナノカルシウム法の原理とナノカルシウム法の原理とその特長その特長

粒
度

Cs土壌の乾式濃縮の原理

微粒 高濃度 が 2

離れやすい 粘土表面
処理前

特長は！？

粒
度
分

度
分
布

頻

微粒子に高濃度Csが
濃縮されている！

Cs+
K+

Ca2+

K+

Na+
Mg2+

Na+
K+Ca2+Cs+

粘土内部

特長は！？
○“極少量の固化剤”で充分

○固化表面はほぼ“中性”
○“土壌間隙水で固化”完了

○磁選で土壌の“乾式分離可”分
布

頻
度

粘土 シルト
礫

Cs+

Cs+ 強固に保持
○磁選で土壌の“乾式分離可”
○土壌粒子径により“選択分離”

⇒“乾式で濃縮可”←新技術

土壌の粒度分布

粘土
（粒度小）

シルト
礫

（粒度大）

ナノ粒子は土壌表面に
吸着しやすい！

Fe/Ca/CaOナノ粒子 処理後

磁石

Ca2+
Fe

Fe
Na+

K+Ca2+
Cs+

被膜内に取り込まれ
溶出しない

粘土表面

ほぼ中性の被膜

礫粘土・シルト Fe含む表層膜形成引力
小

引力

大 Cs+

Cs+

K+
Fe

e

粘土内部

Feで磁選可
被膜成長

より強固に保持



ナノカルシウム法のプロセスメリットナノカルシウム法のプロセスメリット

現状

1.湿式濃縮法⇒高コスト・廃水

2.過剰ｴﾈﾙｷﾞｰ負荷⇒土壌の変質

ナ カ ウムは数百

3.既存の固化剤⇒膨大な廃棄物

ほどよい微粒子化

ナノカルシウムは数百nm～
数μmサイズの2次粒子を形成し，
Csが高濃度に付着した土壌の
微粒子に吸着する。

原土

新規対策

乾
燥

リン系固化剤でゼロ廃棄

除染完了！除染完了！

原土

混
合

分
離

固
化

土壌微粒子（高濃度Cs領域）にナノ粒子が付着

付着粒子を磁石で分離（減容可）県立広島大
広島大

特願2011－255628



既存技術の概要既存技術の概要

ファイトレメディエ ション法 ⇒ 夾雑物の影響や生育条件に制約ファイトレメディエーション法 ⇒ 夾雑物の影響や生育条件に制約

＜除染の主なプロセス＞＜除染の主なプロセス＞

減容プロセス 固化・不溶化プロセス
① ②

＜除染の主なプロセス＞＜除染の主なプロセス＞

減容プロセス
（酸抽出／水洗／高温処理）

固化 不溶化プロセス
（粘土・紺青・ポリイオン等）

長期管理
③

↓
PIC

新たな廃棄物の発生を抑え 確実 簡便に処理

長期管理
（30年以上，別途廃棄処分場が必要となることも想定）

新たな廃棄物の発生を抑え，確実・簡便に処理

できる新技術が切望される

方式の名称 産総研方式 東北大方式 ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ方式 ﾅﾉｶﾙｼｳﾑ方式方式の名称 産総研方式 東北大方式 ﾁｪﾙﾉﾌ ｲﾘ方式 ﾅﾉｶﾙｼｳﾑ方式

原理 酸抽出→色素で吸着分離 水洗→粘土で吸着分離 PICによる固化 分離/固化

ﾃﾞﾒﾘｯﾄ
(本法に比較)

☆廃酸の処理必要
☆装置が大掛かり

☆排水処理必要
☆粘土吸着物の安定性

☆廃棄物量多い
☆減容化できない(本法に比較) ☆装置が大掛かり ☆粘土吸着物の安定性 ☆減容化できない

分離 可 可 不可（表土全て固化） 可

廃棄物量 中 中 多 少



ナノカルシウムの調製とナノカルシウムの調製と粒子径粒子径

金属カルシウムなど
99%, 粒径分布 2–2.5 mm, 

遊星ボールミルに乾燥CaOを添加

, 粒径分布 ,
表面積0.43–0.48 m2/g

条件

室温 Ar雰囲気 乾燥CaO (825oC 2時間) Fe/Ca/CaO=2/2/5等

撹拌
600 rpm, 1h,  Rot/Rev. = -1:2,  20個, SUS製: 32g/ball.

室温, Ar雰囲気, 乾燥CaO (825 C, 2時間), Fe/Ca/CaO 2/2/5等

http://www.retsch.com
粉砕混合物（Ca/CaO）
のSEM写真: 
2.80 mmol Ca/g-混合物

遊星ボールミル例
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ナノカルシウムによる汚染土壌処理ナノカルシウムによる汚染土壌処理

Fe-Ca-CaO系 or Ca-CaO系
／NaH PO

Cs汚染土

22% 55% 56%

／NaH2PO4

分解条件 (乾式開放系)：

（磁性分離も可）

ナノFe/CaO処理 ナノFe/Ca/CaO処理 ナノFe/Ca/CaO+
NaH PO 処理分解条件 (乾式開放系)

室温・大気下，2時間撹拌，

ナノ分散体／汚染土壌 ／リン系固化剤=
0 11／1／0 05

NaH2PO4処理

図 各処理における磁選前後の土壌写真

100 100
100

磁選土壌 磁選で漏れた土壌

0.11／1／0.05
今では，0.025 / 1 / 0.025
即ち全量に対して5%以下

⇒ 廃棄物削減可
55 56

78

45 44
60

80

分
離

率
/ %

磁選による減容化も期待

0 0

22

0

20

40

土
壌

分

0

図 磁選前後の土壌比
図 土壌の初期組成比



処理土壌の処理土壌のCsCs不溶化率不溶化率
（溶出試験結果）（溶出試験結果）（溶出試験結果）（溶出試験結果）

磁選前磁選前

磁選された区画
（Mag）

磁選で漏れた区画
（ ）

ナノ粒子の各成分のうち，ナノ
（Non-Mag）

処理土壌（粘土成分少）の溶出試験

⇒ Csの不溶化効果大きい

Caは固化に優れ，リン酸系薬

剤の添加によりさらに補強さ
れている。



処理土壌処理土壌の粒子径変化と表面電位の粒子径変化と表面電位

固化剤なしの粒子平均サイズ：固化剤なしの粒子平均サイズ：
2687nm（1h）
1793nm（2h）

固化剤存在下での粒子平均サイズ：固化剤存在下での粒子平均サイズ
4610nm（2h）

水溶液中での処理土壌のゼータ電位（表面電位）水溶液中での処理土壌のゼ タ電位（表面電位）

固化剤無しで1時間処理：-33.4 mV
固化剤無しで2時間処理：-42.6 mV

↓
処理土壌表面に被膜が形成し，

Cs再溶出を完全に封じ込めている！↓
固化剤存在下1時間処理：-0.448 mV

Cs再溶出を完全に封じ込めている！



固化土壌表面の固化土壌表面のCsCs濃度濃度
da cb

高濃度なCs

Cs含有土壌のSEM-EDS図 (a) ボールミル処理前 (b) 30分処理
後 (c) 1時間処理後 (d) 2時間処理後．

SEM-EDS 法による表面元素の半定量a

元素 初期質量比 / % Fe/CaO処理
/ % 変化率 / % Fe/Ca/CaO 処理

/ % 変化率 / % Fe/Ca/CaO
+NaH2PO4 処理 /% 変化率 / %

Si 70.56 14.96 ▲78.8 17.13 ▲78.3 15.910 ▲79.7
Ca 1.92 78.65 97.6 69.48 97.2 71.730 97.3
Fe 26.47 6.36 ▲76.0 13.04 ▲82.8 12.350 ▲85.1
C 1 05 0 03 ▲97 1 0 35 ▲99 6 検出下限以下 ▲▲100 0100 0Cs 1.05 0.03 ▲97.1 0.35 ▲99.6 検出下限以下 ▲▲100.0100.0

aSEM-EDSによる分析値，ナノ分散体を添加しボールミルで2時間処理した後の定量値．
土壌/ナノ粒子/NaH2PO4=10/0.11/0.05． 除去率



CsCs除去率に与える処理時間及び添加剤量の影響除去率に与える処理時間及び添加剤量の影響
（（SEMSEM--EDSEDSデータのまとめ）データのまとめ）（（SEMSEM EDSEDSデ タのまとめ）デ タのまとめ）
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After 30 min only 
ball milling

After 1hr only ball 
milling

After 2h only ball 
milling

After 30 min ball 
milling with 5wt% 

nano-metalic 

After 1hr ball 
milling with 5wt% 

nano-metalic 

After 1hr ball 
milling with 5wt% 

NaH2PO4

After 1hr ball 
milling with 

2.5wt% -metallic -metallic

固化剤無しでも土壌粒子の微細化後の
再凝集で土壌表面のCs量は減少する。
しかし，溶出試験を行うと、、、 Ca/CaOを10wt%→5wt%に減

らし も土壌表面 除去可
Ca/CaO無添加あるいはそれぞ

減 も完

Ca/CaO Ca/CaO NaH2PO4+2.5wt% 
Ca/CaO

，溶出試験を行う 、、、

10～20%のCs溶出（真砂土）がみら
れる。

らしても土壌表面のCs除去可
能。
溶出試験すると96%程度不溶
化。

れを2.5wt%へ減らしても完
全固化可能。溶出試験でもCs
溶出は全く認められない。



主な処理フロ （農地でゼロ排土を目指した例）主な処理フロ （農地でゼロ排土を目指した例）

目的：新規技術のベンチスケール機を製作し効果を実証する

主な処理フロー（農地でゼロ排土を目指した例）主な処理フロー（農地でゼロ排土を目指した例）

新規技術

高濃度Csを含む土壌微粒子

目的：新規技術のベンチスケ ル機を製作し効果を実証する

篩い 篩い

高濃度Csを含む土壌微粒子
を磁力で選択的に乾式分離

必要に応じて乾燥処理

粘土，礫，木屑等
を含む表層土

篩い 篩い

基準値以下
50%～

リン系薬剤で
固化も可
（埋め戻し可）

木屑，落ち葉，根等 土壌含有水のみで固化
し，余分な廃棄物を生じ

ない

リン系薬剤で固化
後は中性を維持

小型燃焼炉で焼却

ない

溶出：検出下限以下
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（参考資料：一部紹介）

三苫研では、、、

• ナノカルシウムを用いる土壌中POPs/重金属/VOCs同時
処理技術の開発を行っています。

苫研では、、、

ナノカルシウムにより強力なPCBs分解達成！
⇒NEDO産技助成（平成21年度～平成25年度）

• リグニン誘導体の液化技術の開発とPEとPPポリマー間
の相溶化剤としての有効性の検討を行っていますの相溶化剤としての有効性の検討を行っています。

⇒文科省科研費（平成23年度～平成24年度）

• 天然ゴムを利用する防草剤の開発を行っています。

⇒公益財団法人 ひろしま産業振興機構様のご支援の下，

企業との共同研究の成果物で来年4月頃販売予定

物理効果の組み物 果 組み
合わせで達成！



ご清聴ありがとうございました。

問い合わせ先：

県立広島大学 地域連携センター 教授 佐伯達志県立広島大学 地域連携センタ 教授 佐伯達志
〒734-8558 広島市南区宇品東一丁目1番71号（宇品キャンパス）
TEL：082-251-9534
FAX：082-251-9405
Email：saekit@pu-hiroshima.ac.jp

県立広島大学 生命環境学部 環境科学科 准教授 三苫好治（みとま よしはる）

〒727-0023 庄原市七塚町562番地（庄原キャンパス）
TEL：0824-74-1748
FAX：0824-74-1748
Email：mitomay@pu-hiroshima.ac.jp
http://ww7.enjoy.ne.jp/~mitomay/，
http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901037961248867


