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要   旨：湖沼等で実績のある高濃度薄層浚渫装置を小型化・軽量化し、浚渫装置の姿勢制御機能(指定した角

度に浚渫装置を保持する)を付加した浚渫装置の報告を行う。これにより狭隘な水域で浚渫経験の少ないバックホ

ウ・オペレータでも容易に浚渫ができる「姿勢制御式薄層浚渫技術（カレン－Ｓ工法）」について紹介する。この

工法は、平成 27 年度「福島県ため池等放射性物質対策公募技術実証事業」に採択された。実証結果も合わせて

報告する。 
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１．はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災・大津波

により起因した東京電力福島第 1原子力発電所の爆

発事故から 5年が経過した。事故によって大量の放

射性物質が周辺各地に広がり、直接の降り注ぎに加

え流域から流れ込んだ放射性物質は、農業用ため池

等の底質に付着・堆積した。福島県と農林水産省で

は、ため池堆積土(底質)の放射性セシウムのモニタ

リングが実施され、その存在が確認されている。 

福島県内の営農再開を早期に実現するためには、

ため池等の底質に付着・堆積した放射性物質を早急

に取り除く必要がある。 

本稿では、放射性物質を含む底質表層を厚さ 15 ㎝

で浚渫可能な薄層浚渫装置を紹介する。 

この装置は、湖沼用の高濃度薄層浚渫装置をため

池等の狭隘な水域でも適用可能に小型(軽量)化し、

姿勢制御システムの機能を付加したものである。 

また、平成 27 年度「福島県ため池等放射性物質対

策公募技術実証事業」（以下実証事業という）に採択

され、底質の放射性セシウムを高い低減率で除去で

きることを確認したので、その実証成果を報告する。 

２．小型可搬式薄層浚渫船 

図-1 は、小型可搬式浚渫船の機器搭載艤装図を

示している。本船は、陸上運搬可能な組立式フロー

トをため池上で組み立てた後、スパッド装置、薄層

浚渫装置を取り付けた 0.25m3バックホウ、真空吸引

装置、空気圧縮機及び発動発電機等を搭載した。 

 

 

図-1 小型可搬式薄層浚渫船(カレン－S80)・艤装図 
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図-2 浚渫・脱水フロー全体イメージ 

図-2 は、浚渫・脱水フローの全体イメージを示

しており、左側にため池の小型可搬式浚渫船、右側

に陸上側脱水減容化設備の各機器を示している。 

2.1 浚渫船概要 

1) 小型可搬式浚渫船 

・寸  法   10.5m×6.3m×1.5m 

・浚渫能力(脱水減容化処理を含む) 

カレン-S80   23m3/h(泥水) 

カレン-S160   70m3/h(泥水) 

最小浚渫厚   5 ㎝～10 ㎝ 

2)搭載機器 

・0.25m3級バックホウ        1 台 

・真空吸引装置           1 組 

・空気圧縮機(138kW 級）           1 台 

・発動発電機（15kVA）         1 台 

・スパッド装置           1 式 

・休憩室(ユニットハウス)      1 棟 

 

2.2 薄層浚渫装置(カレン－Ｓ) 

図-3 に薄層浚渫装置の概要を示す。 

薄層浚渫装置（以下浚渫装置という）は、小型バ

ックホウのアーム先端に取り付け、ブームを旋回さ

せながら底質を円弧上に薄層(5～10 ㎝)で浚渫する

装置である。装置は、最初に回転パドルで底質をス

クリューコンベヤの方向に切削しながら掻きこみ、

スクリューコンベヤは、掻きこまれた底質を軸の中

央部に集めた後、真空吸引装置で吸い上げる。 

浚渫装置は、吸入口の幅により２種類のタイプあ

り、旋回装置が付いているカレン-S160 は左右両ス

イングで浚渫が可能である。表-1 に浚渫装置の諸元

を示す。 

 

 

図-3 浚渫装置概要図 

 

表-1 浚渫装置の諸元 

 カレン-S80 カレン-S160 

吸入口幅 0.8m 1.6m 

旋回装置 無 有 

重 量 約 0.1t 約 1.0t 

バックホウ 0.25m3級 0.45m3級 

写真-1 に浚渫装置(カレン-S80、写真-2 に旋回装

置付浚渫装置(カレン-S160)の装置性能確認実験（弊

社西宮市鳴尾機材センター内）、写真-3 に実証事業

に使用した浚渫船(カレン-S80)全景及び送泥管を示

す。 

 

写真-1 浚渫装置(カレン－Ｓ８０) 
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写真-2 浚渫装置(カレン-S160) 

 

 

写真-3 浚渫船(カレン-S80)全景及び送泥管 

2.3 圧送システム 

吸引した底質は、真空吸引装置のレシーバタンク

に貯めた後、圧送管を経由し、陸上の脱水減容化設

備まで圧縮空気で送泥する。 

2.4 施工管理システム 

本システムでは、ＧＮＳＳを用いた位置決めシス

テムとバックホウ動作のモニタリングにより水中で

の浚渫装置の位置をリアルタイムに表示することが

できる。図-4 に施工管理システムの概念図を示す。 

 

図-4 施工管理システムの概念図 

2.5 浚渫装置自動姿勢制御システムの開発 

浚渫装置自動姿勢制御システム（以下姿勢制御シ

ステム）は、浚渫精度の向上を目指したもので、バ

ックホウでの旋回浚渫中に装置が水平又は指定した

角度に自動保持する制御が可能である。 

この姿勢制御システムの採用により、オペレータ

操作の負担を軽減することができる。これにより浚

渫に熟練したオペレータでなくとも深度管理が容易

にできるようになり、汎用性の高い浚渫工法を構築

している。 

この姿勢制御システムの導入は、今後のため池等

の底質除染が本格的に行われた場合でも、浚渫オペ

レータの不足を解消できる技術となる。 

図-5 にバックホウ旋回による船体重心移動に伴

う浚渫装置の傾斜イメージを示し、図-6 に浚渫装置

自動姿勢制御システムのイメージを示す。 

 

 

 

図-5 船体重心の移動に伴う浚渫装置の傾斜イメージ 
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図-6 浚渫装置自動姿勢制御システムのイメージ 

３．脱水減容化設備 

図-7 に脱水減容化処理設備の配置図を示す。 

浚渫した底質を含む泥水は、送泥管を通過し、分

級装置(分級洗浄処理)手前の減勢サイクロンで受け

た後、緩やかに振動篩(2 段式)に投入され、湿式サ

イクロンにより、砂と礫・ごみに分級される。 

細粒分を含んだ泥水は、泥水濃縮装置(凝集沈殿

処理)で上澄水を分離し、上澄水は濁度とＰＨを管理

し放流水としてため池へ放流する。 

凝集沈殿した凝集沈殿スラッジは、フィルタープ

レス(脱水処理装置)で脱水・減容化し、濾水は凝集

沈殿処理工程で再処理する。 

減容化した脱水土は、大型土のうに梱包し、一旦

ヤード内に運搬・仮置きをする。 

写真-4 に分級した砂、写真-5 にごみ(ビニール片、

枝、葉)を示す。 

 

写真-4 分級した砂 

 

写真-5 ごみ(ビニール片、枝、葉) 

写真-6 に脱水土、写真-7に大型土のう（脱水土）、

写真-8 に脱水減容化処理設備全景を示す。 

また、脱水減容化処理の処理フローを図-8 に示

す。 

 

写真-6 脱水土 

 

写真-7 大型土のう（脱水土） 

 

写真-8 プラント全景 
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図-7 脱水減容化処理設備の配置図 

 

 

図-8 脱水減容化の処理フロー 
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４．実証成果の紹介 

4.1 実証事業の概要 

(1)事業名：平成 27 年度「福島県ため池等放射性物

質対策公募技術実証事業」 

(2) 発注者： 福島県相双農林事務所 

(3)実施時期： 

平成 27 年 11 月 16 日～平成 28 年 3月 25 日 

(4)実施位置： 福島県内 

(5)実証施工規模：浚渫面積(設計)  2,000ｍ2 

         浚渫層厚(設計)   15 ㎝ 

4.2 実証成果 

(1)除染の効果 

施工前・施工後の底質表層の放射性セシウム濃度

(乾土)の平均値（4地点）を下記に示す。 

 施工前  13,350Bq／kg-dry 

 施工後     241Bq／kg-dry（低減率 98.2％） 

調査方法：浚渫範囲の４地点の底質(浚渫後の流れ込

み浮泥を除く)を採取し、濃度分析を行った。 

また、図-9は福島県の調査結果（浚渫エリアの

底質濃度分布）である。 

調査方法：底泥表面を水中線量計で浚渫範囲内(側線

ライン上)の放射線量を測定し、放射性セシウム濃度

に換算し、分布図にした。 

(10,996Bq/kg-dry→5,319Bq/kg-dry(平均値) 

     
図-9 底質放射性セシウム濃度分布 

(資料提供：福島県) 

(2)浚渫厚管理精度 

図-10 に示すヒストグラムは、横軸に浚渫厚さ、

縦軸に頻度をとったグラフである。実証事業の浚渫

厚の管理精度は、15 ㎝以上 18 ㎝以下の範囲で施工

することができた。なお、浚渫厚さの平均は 16.4

㎝であった。 

(3)安全性について 

今回の実証事業では、浚渫期間中のため池の放射

性物質濃度の監視をするにあたり、放射性物質濃度

はリアルタイムで測定できないため、あらかじめ濁

度と放射性物質濃度の相関式（図-11 参照）を作り、

濁度計により上澄水及び浚渫船周辺の水が、環境省

の排水濃度限度濁度(2,396 度)を超えない様に監視

し施工を行った。 

浚渫装置から約 10m(水深 50 ㎝)の離隔位置での

濁度は 200 度程度、脱水減容化処理設備からの放流

水は 10 度未満であった。（図－11 の丸の範囲） 

  

 

図-11 放射線濃度と濁度の関係 

５．おわりに 

今回福島県に採択された「姿勢制御式薄層浚渫技

術（カレン-S 工法）」を福島県内で計画されている

農業用ため池の除染事業に導入し、福島の復興・再

生事業に積極的に参加し、少しでも早く営農再開が

できる様に寄与していきたいと考える。 

最後に、本工法の現場導入及び実証事業完了まで

ご指導、ご尽力いただいた福島県農地管理課及び相

双農林事務所の関係者の皆様をはじめ協力会社、関

係者の方々に心から感謝し、御礼申し上げます。 
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図-10 浚渫厚ヒストグラム 
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