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 １ 農地土壌の汚染状況 ①広域 

• 3月の原発事故の影響により放射性セシウムによる農地土壌の汚染が発生。
影響は東北・関東一円に拡大。 

←空間線量率 
（９月２８日現在、文
部科学省公表） 

土壌の放射性
セシウム濃度→ 
（８月３０日農林水産技
術会議事務局公表） 
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 １ 農地土壌の汚染状況 ②福島県 

• 原発事故発生後の風向きや雨の影響により、原発からの距離と関係なく、
汚染の程度に大きな差が発生。 

空 間 線 量 率 
（９月２８日現在、文部科学省公表） 

土壌の放射性セシウム濃度 
（８月３０日農林水産技術会議事務局公表） 
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 ２ 農地土壌汚染に関する基礎的知見 ① 

図：飯舘村伊丹沢の水田土壌の放射性セシウム濃度 

134Cs＋137Cs（Bq/kg 乾土） 

表：土壌表層（0-2.5 cm、飯舘村伊丹沢）の粒径別の放射性セシウム（Ｃｓ）濃度の測定結果 

• 放射性セシウムは土壌中で
陽イオンとしてふるまうた
め、負に帯電する粘土粒子
に多く結合している。 

• 放射性セシウム（134Cs、
137Csの合計）は、耕起して
いない農地土壌の表面から
2.5cmの深さに95％が存在。 

0-2.5cm 粘土 ～2μm 4.8 ％
シルト 20～2μm 29.6 ％
細砂 200～20μm 45.2 ％
粗砂 2mm～200μm 20.4 ％

注）0-2.5cm表層全体の放射性Cs濃度は、65，923 Bq/kgである。
　採土は平成23年６月に実施。

組成割合
国際土壌学会法による

粒径区分
試料深さ

粒径別放射性
Cs濃度

174,300 Bq/kg

48,000 Bq/kg
25,900 Bq/kg

粒径別放射性Cs量
（試料1kgあたり）

8,400 Bq   

5,280 Bq   

30,600 Bq   
21,700 Bq   

103,300 Bq/kg

出典：「農地土壌の放射性物質除去技術（除染技術）について」（平成２３年９月１４日農林水産技術会議事務局） 3 



 ２ 農地土壌汚染に関する基礎的知見 ② 

出典：日本土壌肥料学会 土壌・農作物等への原発事故影響ＷＧ 
    原発事故関連情報（２）：セシウム（Ｃｓ）の土壌でのふるまいと農作物への移行 

Ｃｓ＋は穴に
フィットするた
め、しっかり固
定される 

• 土壌粒子の表面は、有機物や粘土鉱物
に由来する負電荷により負に帯電。土壌
中で1価の陽イオンとしてふるまうセシウ
ム（Cs+）は、K+やCa2+などの陽イオンと
同様に、この負電荷を中和するかたちで
土壌表面にとどまる性質を持つ。 

 

• 特に、バーミキュライト等の2：1型層状ケ
イ酸塩と呼ばれる粘土鉱物は、薄いシー
ト状の層の間に負電荷を持ち、Cs+を閉
じ込めるのにちょうどいい大きさの穴の
ようになっているため、Cs+を極めて強く
「固定」。 

 

• この穴はCs+の他に、K+やNH4
+を閉じ込

めるのにもちょうどいい大きさであるため、
通常はこれらの陽イオンの中で最も存在
量が豊富なK+がこの場所を埋めている
が、この場所との結合力は、
K+<NH4

+<<Cs+の順に大きくなるため、
Cs+はK+を追い出してこの場所を埋める
ことができる。 
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 ２ 農地土壌汚染に関する基礎的知見 ③ 

   

湖沼・ダム貯水池 

農業用ため池 

河川 

図：公共用水域等の環境放射線モニタリング調査結果 
   （サンプル採取日：７月２６日～８月３１日） （文部科学省HPより） 

表：福島県の農地土壌からの放射性セシウム 
  （134Cs+137Cs)抽出試験 

• 粘土鉱物に強く固定されたＣｓ＋

を引き剥がすことは容易ではな
く、水には容易に溶出しない。 
 

• 土壌中でＣｓ＋と競合するＮＨ４
＋

等が土壌に高い濃度で添加さ
れた場合、Ｃｓ＋を追い出すこと
ができるが、酢酸アンモニウム
でＣｓ＋の抽出を行った場合で
あっても、抽出される放射性セ
シウムの割合は小さい。 
 

 
• 河川、ため池等、水の汚染は軽

微。他方河川等の底質からは
高濃度の放射性セシウムが検
出されている。 
 

出典：「農地土壌の放射性物質除去技術（除染技術）について」 
    （平成２３年９月１４日農林水産技術会議事務局） 
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 ２ 農地土壌汚染に関する基礎的知見 ④ 

• 福島県の土壌は、会津地方を
除き、雲母等を主成分とする
花崗岩を母材としており、バー
ミキュライト、イライト等の２：１
型鉱物を豊富に含んでいる。し
たがって、放射性セシウムは
土壌に強く固定される傾向が
強い。 
 

• 他方、会津地方及び関東地方
の土壌は、火山灰を母材とす
る黒ボク土が多く、アロフェン、
イモゴライトといった粘土鉱物
が主体であるが、これらの粘
土鉱物は放射性セシウムをあ
まり固定しない。 日本における花崗岩の分布（地質調査所，1975） 

阿武隈山地 
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 ３ 農地土壌の除染に関する２つの観点 ① 

外部被ばくの観点 内部被ばくの観点 

環境からの外部被ばくを低減する観点 農産物からの内部被ばくを低減する観点 

土壌、畦畔、水路、周辺の森林等に
蓄積した放射性物質から放出される
放射線により被ばく  （外部被ばく） 

農地における空間放射線量の低減
を目的とする除染対策を実施。 
 
【対策技術】 
• 表土削り取り 
• 水による撹拌・除去 
• 反転耕 等 

放射性物質に汚染された農産物を
食品として摂取することにより被ばく  
（内部被ばく） 

放射性物質の農作物への移行低減を
目的とする吸収抑制対策を実施。 
 
【対策技術】 
• 吸収抑制資材の施用 
• 低吸収品種・品目への転換 
• 果樹、茶の剪定・改植 等 

※左記除染対策も、農作物への移行
低減に効果。 
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 ３ 農地土壌の除染に関する２つの観点 ② 

堆肥・土改材 

Cs 
Cs 
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 ４ 農地の除染技術 ① 

 土壌からの放射線による外部被ばくを低減する観点から、除染対策を実施 

 農地における空間放射線量の低減 

放射性物質が蓄積している
表層土壌を削り取って除去 

表土削り取り 

放射性物質が蓄積している
表層土壌と下層土を反転 

反転耕 

放射性物質が蓄積している
表層土壌を撹拌し、濁水を排
水した後、水と土壌を分離し、
土壌のみを排土とする 

水による土壌
撹拌・除去 

表層土壌と下層土の反転 表土の削り取り 土壌の撹拌 

出典： 「４ 農地の除染技術」の項目は、「農地土壌の放射性物質除去技術（除染技術）について」（平成２３年９月１４日農林水産技術会議事務局）をもとに作成。 9 



メリット デメリット 

表土削り取り 
• 放射性物質を農地から除去で

きる 
• 大量の廃棄土壌が発生する 

水による土壌撹
拌･除去 

• 表土削り取りと比較し、廃棄土
壌の発生量が少ない 

• 粘土含量が少ない土壌では高
い効果が期待できない場合があ
る 

反転耕 • 廃棄土壌が発生しない 

• 下層に放射性物質が残る 
• 水田の耕盤を壊す（耕盤の修復、

漏水防止対策が必要） 
• 土層の厚さ、れき層の有無、地

下水位等により実施できない場
合がある 

 ４ 農地の除染技術 ② 
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 ４ 農地の除染技術 ③ 

（１）表土削り取り  

 

  

 

 

固化剤吹き付け 表層土削り取り 

○工程（現地試験の例より） ○留意点等 

• 廃棄土壌の処理   

表層土削り取り 

• 農業生産の再開に向けた地力回復 

肥料成分や有機質が失われ、透水性
等の物理性も悪化することが予想され
るため、土壌分析・診断を行った上で、
客土、肥料、有機質資材、土壌改良資
材の施用等を実施。 

１．基本的な表土削り取り   

４cmの剥ぎ取りであれば、４０m３/１０a
（約４０t） の廃棄土壌が発生。あらかじ

め、発生見込み量を計算し、仮置場の
確保の見通しを立てることが必要。 

①事前作業       除草作業、空間線量率等の測定 
 

②表土の砕土    ほ場表面を浅く砕土し、膨軟にする 
 

③表土削り取り   表土の削り取り、排土の集積・除去 
                除染後に空間線量率等を測定 
④地力回復             肥料等を施用 

２．固化剤を用いた表土削り取り   

①事前作業       除草作業、空間線量率等の測定 

②固化剤の散布    固化剤を農地表面に散布 
③固化          農地の表層が固化するのを待つ 
④表土削り取り      固化した表層部分の削り取り、排土の集積・ 
             除去、除染後に空間線量率等を測定 
⑤地力回復           肥料等を施用 

11 



資  材 特  徴 散 布 量 価  格 

マグネシウム系固化剤 
（主原料は酸化マグネシウ
ム） 

 
・ 固化に晴天時で7～10日を要する 
・ 固化すると概ね白く変色するため、 
  固化部分の確認が容易 
 

２ｔ／１０ａ 
８５円／ｋｇ 

（１０ａ当たり１７万円） 

ポリイオン 
（ベントナイト（粘土）と混合
して使用） 

 
・ 固化に晴天時で２日程度要する 
・ 多量の水分を長時間保持 
  （飛散防止には効果的） 
・ 成分が水（雨）に溶出しない 
・ 紫外線耐性が高い 
 

１５０ｋｇ／１０ａ 
１，０００円／ｋｇ 

（１０ａ当たり１５万円） 

分子性ポリマー 
（ポリ酢酸ビニル、ポリビニ
ルアルコール等） 

 
・ 晴天時は３～４時間で固化する 
・ 長時間の水分保持はできない 
・ 成分が水（雨）に溶出する 
・ 紫外線耐性が高くない 
 

１５０ｋｇ／１０ａ 
１，０００円／ｋｇ 

（１０ａ当たり１５万円） 

 ４ 農地の除染技術 ④ 

※出典：「農地土壌の放射性物質除去技術（除染技術）について」（平成２３年９月１４日農林水産技術会議事務局） 
      「高分子捕集材を利用した環境からの放射性物質回収・除去技術等の開発」（平成２３年９月２日（独）日本原子力研究開発機構） 

（参考）表土削り取りに有効な固化剤 

（１）表土削り取り 
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 ４ 農地の除染技術 ⑤ 

 

 

 
○実証試験の成果の概要 

技術の項目 これまでに得られた結果の概要

表土の削り取り

1)基本的な削り取り

　農業機械等で表土を薄く削り取る手
法。

・約4cmの削り取りにより、土壌の放射性セシウム濃度は、
10,370 Bq/kg→2,599 Bq/kgに低減（75％減)。
・圃場地表面の空間線量率は、7.14µSv/hから3.39µSv/hへ低減。

・廃棄土壌量は、約40ｍ3（40トン)/10a。
・削り取りまでにかかる作業時間は、55分～70分/10a程度。

2)固化剤を用いた削り取り

　土を固める薬剤により土壌表層を固
化させて削り取る手法。

・マグネシウム系固化剤を用いた実証試験では、溶液の浸透により地
表から2cm程度の表層土壌が7～10日で固化。
・3.0cmの削り取りで、土壌の放射性セシウム濃度は、
9,090 Bq/kg→1,671 Bq/kgに低減（82％減)。
・圃場地表面の空間線量率は、7.76µSv/hから3.57µSv/hへ低減。

・廃棄土壌量は30ｍ3/10a。

3)芝・牧草のはぎ取り

　農地の牧草や草ごと土を専用の機
械で削り取る手法。

・3cmの削り取りで、土壌の放射性セシウム濃度は、
13,600 Bq/kg→327 Bq/kg（低減率97%)。
・草も含む排土量は約40トン/10a。
・作業時間は、はぎ取りまでで250分/10a。

（１）表土削り取り 
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 ４ 農地の除染技術 ⑥ 

 

 

  

 

 

○工程（現地試験の例より） 

１．事前作業                              除草作業、空間線量率等の測定、 
                                                            用水の確保と水質の確認 
 

２．沈砂地作成                           濁水の凝集沈殿処理用の沈砂地を作成 
 

３．土壌撹拌                             表層の放射性セシウムを含む土壌を農業用 
                     機械を使い撹拌し、濁水を土壌表層に形成 

４．濁水排水                             ポンプ排水 
 

５．固液分離                             凝集剤で濁水を上澄み液と土壌に分離 
 

６．沈澱土壌の自然乾燥  分離した沈澱土壌を乾燥 
 

７．土壌の除去作業     土壌の搬出、空間線量率等の測定 

土壌撹拌（浅代かき） 沈砂地への濁水の排出 沈砂地における固液分離 

○留意点等 

（２）水による土壌撹拌・除去 

•上澄み液を排出する際には、
沈殿した土壌を巻き込まないよ
う注意する。 

 

•放射性セシウムの除去率は、
土壌の種類によって異なる。 
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 ４ 農地の除染技術 ⑦ 

○実証試験の成果の概要 

技術の項目 これまでに得られた結果の概要

水による土壌撹拌・除去

　表層土壌を攪拌（浅代かき）し、濁
水を排水した後、水と土壌を分離し、
土壌のみを排土とする手法。

・土壌の放射性セシウム濃度の低減率は土壌の種類によって異な
り、予備試験で約30～70％と推定。
・飯舘村での実証試験では、15,254 Bq/kg→9,689 Bq/kgに低減（低
減率36%)。
・圃場内の地表面線量は、7.55µSv/h→6.48µSv/hに低減。
・10a当たりの廃棄土壌量は、1.2～1.5トンと推計。
・分離した水の放射性セシウムは、検出限界以下。

（２）水による土壌撹拌・除去 
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 ４ 農地の除染技術 ⑧ 

 

 

  

 

 

○工程（現地試験の例より） 

 

  

○留意点等 

• 事前の検討 

• 農業生産の再開に向けた地力回復 

 土層の厚さ、れき層、耕盤、暗渠な
ど、下層の状況を把握 

 地下水を通じて農地外に放射性セ
シウムが移行する可能性もあるため、
事前に地下水位を測定 

肥料成分や有機質が失われ、透水性
等の物理性も悪化することが予想され
るため、土壌分析・診断を行った上で、
客土、肥料、有機質資材、土壌改良資
材の施用等を実施。 

１．事前作業     
   反転耕を行えるかどうかの検討 
   除草作業、空間線量率等の測定 
 

２．反転   
   ほ場表面を浅く砕土し、膨軟にして反転 
 

３．地力回復 
       肥料等を施用 

（３）反転耕 

ジョインター付きプラウによる反転耕 
16 



 ４ 農地の除染技術 ⑨ 
 

 

 
（３）反転耕 

図：本宮市における反転プラウ（30cm）耕
後の放射性セシウムの深度分布

0 10 20 30 40 50 

25-30cm

20-25cm

15-20cm

10-15cm

5-10cm

0-5cm

（％）

プラウ耕

○実証試験の成果の概要 

※ 現在、農林水産省と各県
農業試験場で、反転耕に
よる農作物の吸収抑制
効果の検証を行っている
ところであり、年内に結果
を公表する予定。 図：改良型二段耕プラウによる表土の移動 

  （耕深45cm、トラクタ牽引） 

    ：表土の位置を示す。 

技術の項目 これまでに得られた結果の概要

反転耕

　プラウ耕により、30cm
以上の反転耕起を行
い、放射性物質を土中
深くに埋め込む手法。

・30cmの反転により、表層に局在していた放射性物質は、15-20cmの深さを中心
に0-30cmの土中に拡散。
・圃場地表面の空間線量率は、不耕起：0.66µSv/h、通常のロータリ耕：0.40µ
Sv/hに対してプラウ耕：0.30µSv/h。
・作業時間は30分/10a。
・45cmの反転では、表土は25-40cmの土中に移動。
・60cmの反転では、表土は40-60cmの土中に移動。ただし通常のトラクターでは
施工不可。
※施工前に土壌診断、地下水位等による評価が必要。
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機密性○情報 ○○限り 

 農産物からの内部被ばくを低減する観点から、吸収抑制対策を実施 

 放射性物質の農作物への移行を低減 

 ５ 農作物の吸収抑制対策 ① 

浅刈り 

深刈り 

中切り 

台切り 

品目・品種の
転換 

低吸収品目・品種へ
の転換等により、作物
への放射性物質の移
行を低減 

作物への吸収を抑制
するため、土壌に吸収
抑制資材を施用 

剪定・改植 

剪定・改植により、果
実・茶等に移行する放
射性物質を低減 

吸収抑制資材 

   イモ類 葉菜類 

茶の剪定 品目転換 バーミキュライト 
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• バーミキュライト等の2：1型層状ケイ酸塩と呼ばれ
る粘土鉱物は、Cs+をきわめて強く「固定」するた
め、植物への吸収を抑制する効果が期待できる。 
 

• ゼオライトやベントナイト等の粘土鉱物資材が土
壌中のセシウム保持力を高め、植物へのセシウム
吸収を低減化する効果も報告されている。 
 

• カリウムとセシウムは、同じアルカリ金属に分類さ
れ、物理的・化学的性質も似ており、土壌溶液中
のカリウム濃度が低い場合、植物によるセシウム
の吸収が促進されることが知られている。そのた
め、特にカリウム肥沃度の低い土壌において、カリ
ウム施肥によるセシウム吸収抑制効果が大きいと
の報告がある。 
 

• このような吸収抑制効果は、土壌の性質によって
大きく左右されるため、現在、農林水産省と各県
農業試験場で、福島県等の土壌において、これら
の吸収抑制資材の効果の検証を行っており、年内
に結果を公表する予定。 

 

 

 ５ 農作物の吸収抑制対策 ② 

ゼオライト 

バーミキュライト 

（１）吸収抑制資材 

出典：日本土壌肥料学会土壌・農作物等への原発事故影響ＷＧ 
    原発事故関連情報（２）：セシウム（Ｃｓ）の土壌でのふるまいと農作物への移行 19 



 ５ 農作物の吸収抑制対策 ③ 

• 土壌中放射性セシウムの移行の
程度がより小さい品目、品種に
作付転換することで、農産物へ
の移行低減を図ることが可能。 

 

• 国内外の文献情報をまとめた
「農地土壌中の放射性セシウム
の野菜類と果実類への移行につ
いて」（平成23年5月27日農林水

産省）によれば、いも類を除く野
菜類における移行係数の最大値
は0.1未満。 

 
• 移行係数のデータが50程度存在

したキャベツ、ジャガイモについ
て、玄米と同様の方法で指標値
を算出すると、それぞれ0.0078、
0.067。 

 

• 現在、農林水産省と各県農業試
験場で、放射性セシウムの土壌
から野菜等への移行に関する新
たな試験・分析を行っており、年
内にデータを公表する予定。 

表：農地土壌中の放射性セシウムの野菜類への移行係数 

（出典）平成23年5月27日農林水産省プレスリリース 
    「農地土壌中の放射性セシウムの野菜類と果実類への移行について」の内容を改変 
            （（注）テﾞｰタの数が限られているため参考値として公表） 

（２）品目・品種の転換 
野菜類

範囲

（最小値－最大値）

果菜類 メロン ウリ科  0.00041* － 1論文に記載された算術平均値を転記

鱗茎類 タマネギ ユリ科 0.00043 0.000030－0.0020 2論文から得られた13個のデータから算出

葉菜類 ホウレンソウ アカザ科 0.00054 － 1論文に記載された幾何平均値を転記

果菜類 トマト ナス科 0.00070 0.00011－0.0017 3論文から得られた8個のデータから算出

葉菜類 キャベツ アブラナ科 0.00092
0.000072－0.076
[指標値：0.0078]

5論文から得られた58個のデータから算出

果実的野菜 イチゴ バラ科 0.0015 0.00050－0.0034 1論文から得られた7個のデータから算出

鱗茎類 ネギ ユリ科 0.0023 0.0017－0.0031 1論文に記載された各値を転記

葉菜類 ハクサイ アブラナ科 0.0027 0.00086－0.0074 2論文から得られた5個のデータから算出

根菜類 ニンジン セリ科 0.0037 0.0013－0.014 2論文から得られた13個のデータから算出

葉菜類 レタス キク科 0.0067 0.0015－0.021 2論文から得られた14個のデータから算出

果菜類 キュウリ ウリ科 0.0068 － 1論文に記載された1個のデータを転記

根菜類 ジャガイモ ナス科 0.011
0.00047－0.13
[指標値：0.067]

6論文から得られた49個のデータから算出

マメ類 ソラマメ マメ科 0.012 － 1論文に記載された幾何平均値を転記

根菜類 サツマイモ ヒルガオ科 0.033 0.0020－0.36 3論文から得られた14個のデータから算出

葉菜類 カラシナ アブラナ科 0.039 － 2論文から得られた2個のデータから算出

果菜類 カボチャ ウリ科 － 0.0038-0.023 1論文から得られた4個のデータから算出

根菜類 ダイコン アブラナ科 － 0.00080－0.0011 2論文から得られた2個のデータを転記

* 算術平均値

分類名 農作物名 科名

移行係数

備考
幾何平均値
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 ６ 安全な農産物の供給体制の構築 

 

汚染された堆肥等によ
る土壌の汚染を防止 
 

• 暫定許容値（４００
Bq/kg）の遵守 

 

作物への移行を低減す
る対策を実施 
 
• 放射性物質吸着資材 
• 反転耕 

• 水路や周辺森林等の
継続的な除染 

 

作物への吸収抑制対
策を実施 
 
• 低吸収品種への転換 
• 果樹、茶の剪定 

• 収穫時の土壌付着の
防止 

モニタリング・確認 

安全な農産物を供給する産地体制の構築 

資材対策 土壌対策 作物対策 

21 



 

• 放射線による影響が見出されているのは、通常の一般生活において受ける放射線
量を除いた生涯における追加の累積線量として、おおよそ100mSv以上と判断。 

• 小児については、感受性が成人より高い可能性。 
 

食品安全委員会の答申（１０月２７日） 

  ７ 食品中の放射性物質の新たな規制値の設定 

 

• 現在、年間５mSvと設定されている、食品から許容することのできる線量を、来
年４月を目途に、一定の経過措置を設けた上で、年間１mSvに引き下げることを
基本に、厚生労働省薬事・食品衛生審議会で今後検討。 

  

食品中の放射性物質の新たな規制値の設定 
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