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まえがき

　第4編　参考資料編は、福島県飯舘村、川俣町で農林水産省が実施した農地除染対策実

証工事（以下、「農地除染実証工事」という）の実施段階で得られたデータや技術情報、実

施に当たり収集した資料のうち、調査設計編、施工編、積算編に収録していないものの、

除染事業実施に当たり参考となる資料を取りまとめたものである。
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2）固化剤散布の効果

（a）固化剤配合試験の概要

・　目的

　〉　農地の除染作業における固化剤の散布は、粉じんの発生を軽減し放射性汚染物質の

　　　飛散を防止するのみならず、削り取り作業のマーカーや削り取り厚さの管理（土塊

　　　　としての削り取り）など施工管理にも活用するものである。

　〉　固化剤配合試験では、4地区それぞれ小面積の試験区画を設け、数種類の固化剤を

　　　配合を変えて散布し、求められる主な機能（粉じん防止機能、マーカー機能、土塊

　　　　の保持など）を確認した。

・　結果概要

　〉　固化剤配合試験により、粉じん防止、マーカー機能、土塊の保持の機能が認められ

　　　　た。要求機能の発現を考慮し各社が選定した固化剤は以下のとおりである。

●長泥（奥村組）

●小宮（フジタ）

●草野向押（不動テトラ）

●山木屋（西松建設）

一 マグネシウム系

一 マグネシウム系

一 マグネシウム系

一 マグネシウム系

マグネント皿

マグネント皿

デナイト

マグネント皿

石こう系固化剤使用については、検討会委員より以下の3つの条件を満足するようにとの意見があった。

①重金属の含有量が肥料として使用できるレベルであることの保証

②回収率が限りなく100％に近い工法の採用

③廃棄土の保管に当たって硫化水素を発生させないように、水の侵入を防ぎ酸化状態を維持する、多量の鉄

資材を加えるなど対策を講じる。

　　　　①について、固化剤の溶出試験、含有量試験結果より基準値以下のものを使用する。

　　　　②について、100％の肖1」り取りを目指すものであるが、本現場状況により、100％の削り取りは困

　　　　難である。

　　　　③について、硫化水素を発生させないためには、以下の条件を満たさないように管理する必要があ

　　　　る（廃石膏ボードの対応策について／社団法人石膏ボード工業会より）。

　　　　　（1）硫酸塩（S）の存在

　　　　　（2）硫酸塩還元菌の存在

　　　　　（3）硫酸塩還元菌の基質となる有機物の存在

　　　　　（4）滞留水の存在

　　　　　（5）嫌気性の環境の存在（水没状態で酸素のない状態）

　上記の硫化水素の発生条件の一つである嫌気性の環境は、今後、保管構造にガス抜き管等で通気性が確保さ

れることが想定されるため排除される。また、滞留水の存在については、環境省から示されている保管構造は、

降雨等の侵入が無く、暗渠排水を敷設しているので湛水条件となり得ないため排除される。

以上より、本工事においては②への対応が必要なため、石こうの含有率の低い固化剤を選択することが望ま
しい。

なお、マグネシウム系固化剤のマグネント皿については助剤として25％の石こうを含むが、1．5t／10a使用

した場合の石こう量は375kgであり、取り残しが1％（3．75kg）存在したとしても、肥料として使用される量

（20kg／10a程度）の1／5程度である。
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（b）使用した固化剤の種類、条件等

　・　試験で使用した固化剤は、マグネシウム系、石こう系、

　　　　希釈率等は下表に示すとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　表25　固化剤配合試験使用材料

エマルジョン系で、使用量、

区i分 製品名 使用量
希釈率
《重且比

長泥 ノ碁宮 草野向押 山恭屋

マグネシウム系 良名人 2．22kg／m2 600％ ○

マグホワイト皿 1．5～2．Okg／m2 150～40096 O ○ O
デナイト 1．0～2．Okg／m2 200～50096 ○ O ○

エコロック1000 1．5～2．5kg／m2 200～400％ ○ O
マグネントー皿 1．5～2．Okg／m2 300～40096 O O ○

石こう系 エコハード 1．5～3．5kg／m2 100～350％ O O o o
タイガージプハード 1．5kg／m2 300％ O

エマルジョン系 スーパーブルーS 2．OL／m2 800～1500％（容積） O o
スーパーS 2．0～6．OL／m2 400～80096（容積） O

・　固化剤の散布日及び試験期間の気象条件は以下のとおりである。固化剤散布日及び試

　　験期間中には降雨が見られた。

表26　試験期間の天候

地区名 散布日及び散布日の天候 試験期間及び期間車の降求量

長泥

4／18．4／19

4／18：晴れ・降水量0．Omm・日平均気温8．4°C

4／19：曇り・降水量0．Omm・日平均気温8．0°C

4／18～4／26

試験期間中の降水量は11．5mm

小宮
4／18～4／24
4／18～4／21：降水量0．Omm・日平均気温5．0～8．4°C

4／22～4／24：降水量0．5～6．5mm・日平均気温7．2～13」°C

4／18～4／24

験期間中の降水量は8．5mm

草野向押

5／17．5／21

5／17：降水量25mm・日平均気温13．0°C

5／21：降水量Omm・日平均気温13．4°C

5／17～5／21

試験期間中の降水量は50．Omm

山木屋

5／9．5／10

5／9：曇りのち雨・降水量7．5mm・日平均気温13．4°C

5／10：・りのち一時雨・降水量0．5mm・日平均気温11．0°C

5／9～5／17

試験期間中の降水量は42．Omm

※降水量、日平均気温はアメダス「飯舘」による。

灘㌶

写真11試験実施状況（草野向押）
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（c）試験結果

①粉じん防止

　　・　いずれの固化剤も土壌の表面を固めており、粉じん防止には一定の効果があった。

　　　　　　　　　　　　　　　　表27　固化剤の浸透厚

浸透厚（m溺
区分 製品名 使用量

希釈率
遷量比） 長泥 療宮 草野向押 幽木屋

マグネシウム系 改良名人 2．22kg／m2 600％ 8～10 一 一 一

マグホワイト皿 1．5～2．Okg／m2 150～400％ 9～12 5～13 一
9

デナイト 1．0～2．Okg／m2 200～500％ 8～10 一 4～10 9～10
エコロック1000 1．5～2．5kg／m2 200～400％ 8～10 一 2～3 一

マグネントー皿 1．5～2．Okg／m2 300～400％ 6～10 2～18 一 9～10
石こう系 エコハード 1．5～3．5kg／m2 100～350％ 5～8 3～12ぷ 2～5 7～8

タイガージプハード 1．5kg／m2 300％ 6～8 一 一 一

エマルジョン系 スーパーブルーS 2．OL／m2 800～1500％（容積） 一 8～20 一 8～9
スーパーS 2．0～6．OL／m2 400～800％（容積）

一 一 18～22 一

②マーカー

　　・　固化剤の使用により、土壌表面が白色等に着色され、黒みがかった土壌とのコントラ

　　　　ストは強く、削り取り未施工箇所のマーカーとしての効果があった。

　　　〉　長泥では、石こう系のエコハード及びマグネシウム系のマグネント皿の希釈率

　　　　　400％が比較的着色に劣った。

〉
〉
〉

小宮では、いずれの固化剤も着色が確認された。

草野向押では、エマルジョン系のスーパーSは着色が薄かった。

山木屋では、各固化剤の着色状況に大きな差は無かった。マグネシウム系で散布量

1．5kg／㎡と2．O　kg／㎡の試験を行ったが、浸透厚について散布量1．5　kg／㎡と変わら

ず、着色については、散布量が多いと色が濃くなるものの散布量1．5kg／㎡の着色

で十分確認できた。

写真12改良名人（マグネシウム系／長泥）写真13マグホワイト（マグネシウム系／長泥）
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写真14デナイト（マグネシウム系／長泥）

　き、
ぶぶ’
　灘ミ

讃騨W

写真15エコロック1000（マグネシウム系／長泥）

欝繋鞘騨炉　，

写真16マグネント皿（マグネシウム系／長泥）　写真17エコハード（石こう系／長泥）

写真18タイガージプハード（石こう系・長泥）
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③土塊の保持

　　・　固化剤の浸透厚については、当初、設計削り取り厚さの3cm（あるいは5cm）まで浸

　　　　透・固結させ、かさぶた状の土塊を3cm（あるいは5cm）削り取ることで、削り取り

　　　　精度を向上させることも想定された。しかし、今回の試験ではほ場が湿潤状態であっ

　　　　たこともあり、すべての固化剤で浸透厚が3cmに達するものはなく、おおむね1cm

　　　　程度に留まっている。

　　　　ジ　小宮、草野向押のエマルジョン系では20mm程度のやや大きな浸透厚が確認され

　　　　　　た。

　　　　〉　石こう系のエコハードは、各地区とも他の固化剤よりも比較的浸透厚が薄い。

表28　固化剤の浸透厚（再掲）

浸透厚（mm）
区分 製品名 使用量

希釈率
瞳量比） 長泥 購宮 草野向押 山木屋

マグネシウム系 改良名人 2．22kg／m2 600％ 8～10 一 一 一

マグホワイト皿 1．5～2．Okg／m2 150～400％ 9～12 5～13 一
9

デナイト 1．0～2．Okg／m2 200～500％ 8～10 一 4～10 9～10
エコロック1000 1．5～2．5kg／m2 200～400％ 8～10 一 2～3 一

マグネントー皿 1．5～2．Okg／m2 300～400％ 6～10 2～18 一 9～10
石こう系 エコハード t5～3．5kg／m2 100～350％ 5～8 3～12 2～5 7～8

タイガージプハード 1．5kg／m2 300％ 6～8 一 一 一

エマルジョン系 スーパーブルーS 2．OL／m2 800～150096（容積） 一 8～20 一 8～9

スーパーS 2．0～6．OL／m2 400～800％（容積） 一 一 18～22 一

表29　土壌硬度

土壌硬度
区分 製品名 使用量

希釈率
纏量比） 長泥

（硬度mm）

小宮
（硬mm）

草野向押
（硬度mm）

山木屋
（硬度m瀞

マグネシウム系 改良名人 222kg／m2 600％ 16～25 一 一 一

マグホワイト皿 1．5～2．Okg／m2 150～400％ 15～20 8～18 一 11～20

デナイト 1．0～2．Okg／m2 200～500％ 13～19 一 13～17 10～20

エコロック1000 1．5～2．5kg／m2 200～400％ 13～22 一 10～12 一

マグネントー皿 1．5～2．Okg／m2 300～400％ 13～20 10～29 一 11～20

石こう系 エコハード 1．5～3．5kg／m2 100～350％ 13～22 6～20 12～28 11～22

タイガージプハード 1．5kg／m2 300％ 9～22 一 一 一

エマルジョン系 スーパーブルーS 2．OL／m2 800～1500％（容積）
一 8～15 一 12～22

スーパーS 2．0～6．OL／m2 400～800％（容積）
一 一 13～19 一
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