
１．はじめに

　著者らの属する大阪大学産学連携本部での“環境
エネルギー情報システム開発プロジェクト”の研究
ターゲットの一つに、「3.11東日本大震災で被った
放射線被ばくの除染技術の可能性を調べる。」テー
マがある。これには、透過力の強いγ線（0.66MeV）
を放つ放射性セシウム（Cs）の除染の実現性は極
めて低いが、原理的又は学問的には可能かという検
討、そして、現実的にはどの程度まで放射線被ばく
の効果を低減できるかという、実際に役立つ方法の
実現への考察と実行へのアドバイスが可能か否かの
検討の二方面からのアプローチが必要である。
　前者については著者＊＊による「新しい放射能低
減技術への手掛り・・・・」と題する論文（巻頭言）
が昨年の“日本MRSニュース”11月号（Vol. 24, 
No. 4, Nov. 2012）にて報告された。後者についても、
従来はこの分野との関連性が低いと思われる学会で

も学会誌に研究特集が組まれていることからもこの
テーマの社会的重要性が認められる。例えば、“表
面科学【2013 年 3月号】の特集：放射能の除染に
かかわる表面科学”がある。
 そのような状況の中、著者らの助言のもとエコホ
ールディングス株式会社は著者＊＊が命名したシェ
ルターバッグというガレキ等の汚染物質の運搬・保
管用の除染廃棄物専用フレキシブルコンテナ（フレ
コンバッグ）を開発した。今回、このバッグが除染
廃棄物用としていかに優れたフレコンバッグなのか
を紹介する。

２．シェルターバッグの開発に至った理由

　エコホールディングス（株）の藤林久士社長がそ
の理由を次のように熱く語っている。
『2011年 3月の東日本大震災に伴う福島原子力発電
所の事故により、人体に有害な放射性物質が居住地
域にまで飛散するという事態が発生してから既に2
年以上が経過しました。しかし除染作業はいまだに
遅々として進んでいません。除染作業は非常に難し
く、手間もかかる為に除染業者だけでは被災者の要
望に応えきれず、被災者一人一人が大変な苦労をし
て除染活動に努めているというのが現状であります。
昨年、私は福島のある農家を訪れました。そこで目
の当たりにしたのは、農家の方が少しでも風評被害
を避けようと、自費で椎茸ハウス内にある菌床の入
れ替え作業を行っている涙ぐましい光景でした。し
かし、次の写真を見てください。少しでも放射性物
質の飛散を防ごうと既存のフレコンバッグに除染廃
棄物を収納しているのですが、開口部は縛りづらい
為か開いたままの状態であり、袋自体も強度不足の
為か破れているところもありました。（写真1）袋
入れ作業から一年も経ていないのに、紫外線などに
よる劣化も見受けられました。これでは農家の方々
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写真２．外観写真 図１．製品仕様

写真1．フレコンバッグの実情

も、何の為に私財をはたいて除染に努めているのか
わからなくなってしまっているという状態でありま
した。
　上記の経緯から、私はなんとか、このような無私
の心から除染に努めている農家の方々のお役に立ち
たいと、経年変化に耐えうる強度を持ち、液体の漏
洩を防ぐ密閉性があり、放射性物質の飛散を極力抑
制でき、ガスの充満による本体の破裂を防止できる、
作業効率が良い簡便な収納袋を開発できないかとい
う想いに駆られました。』

３．シェルターバッグについて

　シェルターバッグは構想以来、約半年という短期
間で開発した製品である。エコホールディングスの
企業努力があったからこそ実現できたものであるが、
もう一つの要因として、既述の開発に至った理由に
賛同した多くの協力者の存在がある。著者らもその
一員だが、製造を行うマツオカコーポレーショング

ループの松岡印刷様、基幹材料を提供するBASF社
様、シェルターバッグの大きな特長をもたらすセシ
ウム吸着フィルターを提供する大日精化工業様、シ
ェルターバッグの放射性物質遮断率を測定していた
だいたホタル生態環境館の阿部宣男博士様など多く
の協力を得て開発の成功に至った。
　シェルターバッグの外観および製品仕様を写真2、
図1に示す。
　ここで、シェルターバッグの性能を検証していく。
放射能除去物質を運搬・保管するためのフレキシブ
ルコンテナには以下の項目が要求されており、各項
目に対してどのような工夫がなされているかの一部
を示す。
① 紫外線に対応できること。（耐紫外線能に優れて
　 いること。）
　 ⇒本体のベルト部及びシート部にUV安定剤を
　　　6,000ppm含有させている。
　 ※完成品にUV塗布するのではなく、縫製前の  
　 原材料に含有させている。
　 また、縫製糸は紫外線に強いPETを使用してい
　 る。
② 水漏れがしないこと。
　 ⇒中袋には遮水性のある材質を使用し、内袋に
　　 は防水加工が施されている。
　　 中袋には縫い目のない仕立て、内袋には重ね
　　 織り製法で遮水対策が施されている。
　　 内袋には小枝・ガレキ等による損傷を最小限
　　 に防ぐライナー加工が施されている。
　　 中袋及び内袋の閉口部分には水漏れ防止対策
　　 が施されている。
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図２．公的検査機関での検査結果

③ 環境に配慮した製品であること。
　　⇒秒単位の速乾性で、CO2削減に貢献出来る地
　 球環境にやさしいUV安定剤を使用している。
④ 内容物の記録ができること。（トレーサビリティ）
　 ⇒シート本体には、内容物の記録を記入するタ
　 グを縫い付けている。
⑤ 製品の監査システムがあること。
　 ⇒各種機関での監査を経た製品である。
⑥ 作業効率性に優れた封印ができること。
　 ⇒簡易で確実に封印できる構造を採用している。
　これらの工夫によって、公的な検査機関で実施し
たシェルターバッグの性能試験においても良好な検
査結果が得られ、シェルターバッグの優れた性能を
立証することができた。検査結果を図2に示す。
　次に、通常のフレコンバッグにはない除染廃棄物
専用に開発されたシェルターバッグであるが故に備
わっている2つの機能を紹介する。

（A）セシウム吸着フィルター付き内圧調整弁
　収納される除染廃棄物には水分を含んだ土壌・枯
葉や草などが混在しており、保管状態によってはこ
れらが収納容器内で腐敗などを起こし、発熱やメタ
ンガスなどのガス発生をもたらし、密閉容器が発生
ガスによって破裂する可能性が考えられ、実際にそ
のような報告例があると聞いている。収納容器が破
裂することは、運搬・保管中に収納容器からの放射
性汚染物質の漏洩による二次汚染を起こすことを意
味し、除染廃棄物収納容器にとって最も避けるべき
事態である。そして、除染廃棄物専用に開発された
シェルターバッグはこれらの事態に対処できるよう
に本体に内圧調整弁が備わっている（写真3）。こ
の弁によりガス発生が起こっても、ガスは弁より外
部に放出されるためにシェルターバッグが破裂する
リスクはほとんどゼロと考えられる。そのため、狭
いスペースでシェルターバッグを安心して積み重ね
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図5．紺青の模式的な結晶構造とセシウムイオン
　　　の吸着論（大日精化工業（株）の資料を引用）

図4．アンモニウム紺青のセシウム除去効果
　　　（大日精化工業（株）のデーターを引用）

写真3．内圧調整弁

図3．内圧弁の構造

て保管することができ、スペースの有効利用が可能
になる。さらに、内圧弁にはセシウム吸着フィルタ
ーが付いている（図3）。内圧弁はガス抜きには有
効だが、外部に放出されるガスとともに放射性物質
が飛散することが危惧される。しかし、セシウム吸
着フィルターを内圧弁に付けることで、シェルター
バッグ内で発生したガスはすべてセシウム吸着フィ
ルターを通って外部に放出されるので、放射性物質
が外部に飛散するのを大幅に回避できる。セシウム
吸着フィルターは、大日本精化工業（株）が開発し
たプルシアンブルー顔料（紺青）を使用したフィル
ターである。

　図4は紺青のセシウム除去効果を示したものであ
り、短時間でセシウム除去をしていることがわかる。
紺青のセシウム除去のメカニズムに関しては、まだ
完全には解明されていないが、イオン交換論、吸着
論などが提案されており、いずれの提案も紺青の結
晶構造からセシウム除去のメカニズムを推察したも
のである。
　紺青は、化学式がMFe[Fe(CN)6] M=NH4, K, Fe 
で表される色々な種類の無機化合物の総称である。
大日本精化工業（株）が開発した紺青はM=NH4を
使用したアンモニウム紺青であり、その化学式は、
NH4Fe[Fe(CN)6] で表される。結晶構造は図5に模
式的に示したように立方昌系である。
　イオン交換論では、紺青の構造のFe[Fe(CN)6]-

の部分とM+（1価の陽イオン）との結合力が、1価
の陽イオンの種類により違うことがセシウム除去に
関与しているとする考えである。
　1価の陽イオンのイオン半径が大きい方が、陽イ

　

オンとFe[Fe(CN)6] との結合力が大きくなるので、
セシウムイオン（Cs+）のイオン半径はNH4+のイ
オン半径より大きいため、アンモニウム紺青とCs+

が接触すると、NH 4Fe[Fe(CN) 6] の NH 4+ と
Fe[Fe(CN)6]- との結合が切れて、その代りにCs+

がFe[Fe(CN)6]- と結合するイオン交換が起こると
いう考えである。
　吸着論では、紺青の結晶構造中のFe2+とFe3+の
間隔は約0.5 nmで、その空孔にCs+が選択的に吸
着されるという考えである。

（B）放射能減少特殊フィルムシート
　収納される廃棄物の中にはセシウムなどの放射性
物質が混在していると考えられるので、収納容器か
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図6．γ線のスペクトル分析結果 図7．積算カウント数

らは放射線が放出されていると考えるべきである。
放射性セシウムから放出するγ線を完全に遮断する
ことはフレコンバッグのような運搬・保管用容器で
は不可能に近いが、外部に放出することを低減させ
ることは可能であり、非常に有意義なことである。
シェルターバッグは外袋、中袋、内袋の3枚の袋で
構成されており、中袋に放射線の外部放出を低減す
る特殊フィルムシートを採用している。この特殊シ
ートは、ポリエステル繊維の基布に胃部X線検査
にも使用される硫酸バリウムと塩化ビニル樹脂など
を混ぜたものであり、硫酸バリウムの放射線遮断能
力がシェルターバッグの収納廃棄物からの放射線を
外部に飛散することの低減に貢献する。
　放射能減少特殊フィルムシートによる放射線の外
部飛散低減効果を先の阿部宣男博士に検証していた
だいた。
　書面の関係上、『放射性物質遮蔽率結果報告書』
のサマリーだけを紹介する。
◆　環境放射線モニター（シンチレーション式、
　　GM式、波高分析器（MCA））を用いた3つの
　　試験において、放射能減少特殊フィルムシート
　　による放射性物質遮断効果（約12％～ 19％）
　　が認められた。※測定試料はU-9容器に入れた
　　放射性汚染土壌45 g

◆　得られたスペクトル（図6, 7）により測定した
　　土壌からのγ線は、Cs134（605keV,796keV）、
　　Cs137（662keV）由来であると推定できた。
◆　上記2つの結果から、シェルターバッグは放射
　　能で汚染された廃棄物を収納した際にも同程度
　　の遮蔽効果が期待出来る。

５．おわりに

　シェルターバッグの放射線を外部にできるだけ放
出させないというコンセプトのもとに設計された2
つの機能を紹介したが、共通するのが安全面を重視
した点である。
　セシウム吸着フィルターに使用される紺青も放射
能減少特殊フィルムに使用される硫酸バリウムも人
体に無害である。人体に無害な材料を使って、人体
に有害な放射性物質の飛散を低減させている。
　除染作業が活発になり、被災地域に除染廃棄物を
収納したフレキシブルコンテナが山積みされて一時
保管される状況になった場合でも、安全な材料で作
られたシェルターバッグは、破裂などによる収納汚
染物質の漏洩などの二次汚染の回避や放射線・放射
性物質の飛散低減をもたらし、被災地域の人々が安
心して生活を送れる環境作りに貢献していくことを
大いに期待する。
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