
　東日本大震災の被災地では、どれだ

け復興が進んでいるのでしょうか̶。

　毎年３月11日前後になると特集が

報じられるものの、被災の当事者以外

の関心は年々薄れつつあるようにも見

えます。しかし復興はまだまだ道半ば

に過ぎません。復興庁は昨年、当初掲

げた2021年３月末までの〈復興・創生

期間〉を2031年３月末までとする、10

年の延長を発表しました。

　中でも長い道のりとされているのが、

原発事故の影響が大きい福島県です。

除染が進まなければ、人々の不安も消

えず、なかなか前向きにはなれない。

福島沿岸部の被災地では、いまもそう

した状況が続いたままなのです。

　復興の課題となっているのは、放射

性物質によって汚染された大量の除染

廃棄物です。廃棄物を安全に貯蔵する

ため、いかに容積を減らすことができ

るか̶。その難しい施設の建設と操

業が、福島県双葉町の地で私たちに課

せられたミッションでした。

　東日本大震災の復興事業に私たちが

携わるのは、これが初めてではありま

せん。震災直後から現地状況の調査を

開始し、自治体や企業と連携してさま

ざまな取り組みを行ってきました。　

　岩手県では、オイルターミナルや防

波堤の復旧工事、医療センターの新設

工事などを。宮城県では、ガス会社や

製油所の設備復旧工事、市民病院の耐

震補強工事などを。福島県では火力発

電所の配管復旧工事などを。道路が寸

断されて資材の運搬もままならない中

で、それぞれの担当者たちが、ガレキだ

らけの被災地を奔走しました。

  「とにかく、目の前の状況をなんとか

したい」という共通の思い。それは困

難を乗り越えるエネルギーにもなりま

す。膨大な量の災害廃棄物の処理をか

かえた釜石において、老朽化のため閉

鎖した〈シャフト炉式ガス化溶融炉（シ

ャフト炉）〉を再稼働させるという挑戦

をしたのはその一例です。震災発生時

に完成した新設のシャフト炉の稼働に

加え、震災の翌年２月から旧施設を再

稼働し、新旧２施設体制で、釜石市の他、

大槌町・大船渡市・陸前高田市からの

災害廃棄物も受け入れて、広域の復興

活動を支える体制を整えました。

　震災当初に持ち込まれた災害廃棄物

は、水分を含み土砂にまみれた状態の

ため、カロリーが低いのですが、時が経

過するにつれて持ち込まれる廃棄物の

状態は変化していきます。そのため日

々仮置き場に出向き、その日搬入され

る廃棄物を確認し、時には搬入スケジ

ュールを調整しながら廃棄物の状態に

応じた処理を行っていきました。こう

して再稼働してから３年、旧施設は試行

錯誤の操業の中で得た貴重な数々のノ

ウハウを残して、地区内の災害廃棄物

を処理する任務を全うしました。

　じつはこの旧施設は、シャフト炉の

第１号機にあたります。その後、昭和・

平成・令和と時代に合わせて、シャフ

ト炉は進化し、全国各地の自治体で採

用されてきました。そして今回、双葉

町での放射性物質を含む廃棄物の処理

においても、再びその1号機が最後に残

した知見が生かされ、シャフト炉が活

躍することになったのです。

　福島県双葉町の減容化施設には、可

燃性の除染廃棄物や災害廃棄物などを

処理する当社シャフト炉と、焼却灰や

ばいじんを専門に処理するクボタ環境

サービスの〈表面溶融炉〉が併設されて

います。さまざまな廃棄物を処理でき

るタフなシャフト炉と、灰を専門に処

理できる表面溶融炉との組み合わせに

よって、最大限の減容化を狙ったシス

テムです。

　当社のシャフト炉は製鉄の炉を応用

した技術で、可燃物はもちろん、金属や

ガレキが混入していても処理すること

ができます。また投入間口が大きく、

投入物を細かく砕く前処理が必要あり

ません。これらの強みは、双葉町の減

容化施設においても、大きな利点をも

たらしました。一般的な焼却炉では、

廃棄物の入ったフレキシブルコンテナ

という運搬容器を破袋し、攪拌後に炉

に投入する必要があり、作業環境を放

射性物質によって汚染してしまうリス

クがあります。一方、当社のシャフト

炉であれば、破袋せずにそのまま炉に

投入できるのです。

　また、シャフト炉に投入された廃棄物

は、溶融して、スラグという砂状の物質

となります。廃棄物中の放射性物質の

うち大半を占めるセシウムは、処理の

過程でスラグから分離され安全性が確

保されるため、アスファルト合材の原

料やコンクリート製品として利用が可

能となる他、中間貯蔵施設での汚染土

壌保管施設の通水材、覆土材等にも活

用されるという、リサイクルを実現し

ます。

　私たちがこうした提案を織り込めた

背景には、福島県広野町での経験があ

りました。2014年の福島県広野町にお

ける仮設溶融炉のプロジェクトでは、

当初、焼却灰や飛灰と同様に、スラグも

埋立処分する計画を立てていました。

　しかし、シャフト炉の操業条件を整

えることで、セシウムをスラグ中に残

さず、排ガスに移行させることが可能

であることに加え、その条件下で産出

されたスラグの安全性も、広野町の現

場で確認され、実際にセメント原料と

して有効利用されました。こうした経

験を活かし、双葉町のプロジェクトで

は計画当初から、産出されたスラグの

有効利用を目指しています。

　双葉町には福島第一原発５・６号機が

立地しています。着工時の2018年には

町全体が避難区域とされ、立ち入り規

制が敷かれている状態でした。現場の

放射線量は人体への影響は及ぼさない

範囲でしたが、それでも不安は拭えま

せん。このことが、建設工事にさまざ

まな障壁をもたらしました。

　まずは資材の調達です。「帰還困難区

域に納品することはできません」と、調

達先からの辞退が相次ぎました。説得

を続けてどうにか引き受けてくれたケ

ースもありましたが、それはごく一部

です。そこで、区域外に資材ヤードを

設け、現場とピストン輸送する体制を

つくって対応することにしました。

　工事にあたる作業員たちの管理にも、

これまでにない工夫が求められます。

ピーク時には約1500人におよぶ作業員

を、いかに円滑に現場へ送迎し、漏れの

ない入退場管理を行うか。というのも、

帰宅困難区域内では、国のルールで個

人別に時間管理を実施することが定め

られています。アナログな確認作業で

は途方もない手間が生じ、正確性にも

課題が残ってしまう―。そこで採用

したのが、顔認証システムです。事前

登録した一人ひとりの顔の三次元デー

タを通勤用バスの乗車時に照合し、入

退場を管理しました。

　また、事務所と現場がクルマで約30

分の距離にあり、域内での作業時間も

限られる中で移動時間を有効活用する

ため、通勤用バスの車内モニターを介

して朝礼を行い、その日の作業内容や

注意事項を共有し、安全管理を行うこ

とにしました。

　他にも、工事調整用のアプリによっ

てスムーズに作業を進めるなど、IoTと

リモートを最大限に活用することで、

制約の多い現場での作業に挑み続けた

のです。

　帰還困難区域という制約の多い現場

に加え、通常は３年以上かかるところ

を１年11か月で建設するという超短工

期でしたが、山積する課題を一つひと

つ乗り越えていきます。そして、つい

に2020年２月末、環境省主催による

火入れ式を迎えました。その１週間後

には、新しい双葉駅のお披露目ととも

にJR常磐線が全線復旧開通し、町内の

一部地域で避難指示が解除されました。

双葉町での復興は少しずつですが、着

実に歩を進めつつあります。

　試運転では、９年前から積み重ねて

きたノウハウを活かして、１か月とい

う短い期間の中で操業方法を確立し、

所定の性能を発揮することができまし

た。４月からは本格的な稼働をスター

トさせています。

　復興に向けて膨大な除染廃棄物や災

害廃棄物の最終処分量をどれだけ減ら

せられるか。操業を担当する当社とそ

のグループ会社のメンバーたちが役目

を終えるときに、一人でも多くの被災

者が町へと帰り、かつての暮らしを取

り戻せるように―。いまこのときも、

シャフト炉の火は燃え続けています。

福島県双葉町減容化施設の設計施工および運営事業
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私たちのミッション

シャフト炉第１号機が、
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除染廃棄物を安全に〈減容化〉する施設を
立ち入り規制下の現場において建設する。
震災復興をより加速化させていくために

最大震度７の揺れを記録し、押し寄せた津波が沿岸部の町を呑み込んだ東日本大震災。
高さ15メートルの津波に襲われた福島第一原発では事故が発生し、近隣地区は放射性物質で汚染されました。
生活の場を奪われた人々が再び町に戻ってくるための鍵が、除染廃棄物と災害廃棄物の適切な処理作業です。
中間貯蔵施設で安全に保管するため、膨大な量におよぶ廃棄物をいかに減容化できるか̶。
いまなお帰還困難区域が残る双葉町での、廃棄物減容化事業について紹介しましょう。 
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　他にも、工事調整用のアプリによっ

てスムーズに作業を進めるなど、IoTと

リモートを最大限に活用することで、

制約の多い現場での作業に挑み続けた

のです。

　帰還困難区域という制約の多い現場

に加え、通常は３年以上かかるところ

を１年11か月で建設するという超短工

期でしたが、山積する課題を一つひと

つ乗り越えていきます。そして、つい

に2020年２月末、環境省主催による

火入れ式を迎えました。その１週間後

には、新しい双葉駅のお披露目ととも

にJR常磐線が全線復旧開通し、町内の

一部地域で避難指示が解除されました。

双葉町での復興は少しずつですが、着

実に歩を進めつつあります。

　試運転では、９年前から積み重ねて

きたノウハウを活かして、１か月とい

う短い期間の中で操業方法を確立し、

所定の性能を発揮することができまし

た。４月からは本格的な稼働をスター

トさせています。

　復興に向けて膨大な除染廃棄物や災

害廃棄物の最終処分量をどれだけ減ら

せられるか。操業を担当する当社とそ

のグループ会社のメンバーたちが役目

を終えるときに、一人でも多くの被災

者が町へと帰り、かつての暮らしを取

り戻せるように―。いまこのときも、

シャフト炉の火は燃え続けています。

　

除染廃棄物・災害廃棄物を処理する。
シャフト炉だからできること

上：コンテナのまま廃棄物を炉に投入できる
下：施設全体を監視・運転する制御室

シャフト炉式ガス化溶融炉と
焼却炉との違いは？Q

A
約800℃で燃やすのが焼却炉

➡灰は最終処分

➡スラグを有効利用
約1800℃で溶かすのがシャフト炉

コークス

生成物
（スラグ）

焼却対象物

熱分解ガス

石灰石

中間貯蔵施設
予定地内廃棄物

受入分別施設・
発生残さ

災害廃棄物

除染廃棄物

表面溶融炉
（クボタ環境サービス）

シャフト炉（当社）

災害廃棄物・
除染廃棄物など

放射能物質（セシウム等）を
含んだ状態で運ばれてくる

資材として再利用

ス
ラ
グ

メ
タ
ル

ばいじん

灰処理された
ばいじん

分離・濃縮したセシウムが
閉じ込められ、中間貯蔵施設へ

減容化施設の全景と、廃棄物処理の流れ
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　エネルギー資源の乏しい日本にとっ

て、新たなエネルギー供給体制を確立

していくことは、社会生活や経済活動

を持続する上でも欠かせません。日本

は世界に先駆けて水素エネルギーの本

格研究に取り組み、2000年代初頭から

は自動車燃料としての実証試験も重ね

てきました。2014年には、世界初の量

産型燃料電池車（以下FCV）発売へと

こぎつけています。

　FCVは水素と酸素の化学反応によっ

て発生させた電気でモーターを回して

走行します。CO2の発生はゼロ、排出

されるのは水だけという究極のエコカ

ーです。その優位性にスポットがあた

り、水素エネルギーをとりまく状況が

転換する契機となったのが、2015年暮

れにパリで開催されたCOP21でした。

  「CO2の排出量を2030年までに2013

年度比26%削減」という明確な目標を

掲げるとともに、首脳会合でのスピー

チにおいて「CO2フリー社会に向けた

水素の製造・貯蔵・輸送の技術開発推進」

を日本政府は表明したのです。

　翌2016年には、〈水素・燃料電池戦

略ロードマップ〉が経産省により改訂

され、その後も次々と水素エネルギー

を推進する計画が示されます。これま

でに蓄積してきた知見を生かし、各国

との連携を図りながらも、技術立国と

しての競争力を維持していく方向へ舵

がきられたのです。

　私たち日鉄エンジでは、製鉄やごみ

処理のプロセスで発生する熱や蒸気を

発電という形で再利用するなど、省エ

ネルギー型のプラントづくりに取り組

んできました。世界がクリーンなエネ

ルギーを模索する中、最近では大型バ

イオマス発電設備の建設を進めている

他、風力・地熱・潮流といった自然エ

ネルギー発電の開発もいち早く手がけ

ています。

　さらに水素と酸素の化学反応から電

力を作り出す水素エネルギーの分野に

も、私たちのグループ会社である日鉄

P&Eは、FCVへ水素を製造・供給する

水素ステーションの設計・建設という

役割で参画しています。

　天候に左右される自然エネルギー発

電には、安定供給の面で課題がありま

したが、水素であれば安定的な電力供

給が実現でき、さらにその電気を水素

に変えて貯蔵しておけば、再び電気へ

と戻せます。自然エネルギーの弱点を

解決する力も、水素は秘めているのです。

　水素ステーション事業における独自

の強みは、耐久性が要求される蓄圧器

や、超高圧に耐える強度が求められる

主要な設備の配管に、日本製鉄の高性

能素材を使えることです。耐久性やメ

ンテナンス性の高さは、長期スパンに

おいてのコストダウンにも繋がり、競

争力が高まります。

　さらに、自社製の設備を採用せざる

を得ないメーカー系他社とは違い、ニ

ーズに応じた最適な設備を柔軟にアレ

ンジできることも大きな利点です。水

素事業の推進にあたって日鉄P&Eは、

米国・欧州他20か国以上での実績を持

つ世界的な産業ガス会社である、米エ

アープロダクツ社とのパートナーシッ

プを実現しました。

　自動車メーカーとの長年の共同開発

の蓄積に基づく同社の優れた水素供給

技術と、日鉄P&Eのエンジニアリング

の知見を大胆に組み合わせたのが、環

境省の地域連携・低炭素水素技術実証

事業である北海道鹿追町の〈しかおい

水素ファーム®〉です。酪農業で発生す

るバイオメタンガスを原料に、水素の

製造から輸送、供給までの一連サプラ

イチェーンを構築する日本初の試みと

なりました。水素燃料充填のみならず、

燃料電池の形でもエネルギー供給ので

きる水素ステーションとして、2017年

に稼働を始めています。

　続いて手がけたのは、中部国際空港

島内にある〈セントレア水素ステーシ

ョン〉です。入札にあたって提示され

た要件は、都市ガスを原料とする水素

製造設備を持つオンサイト型の設備と

して、燃料電池バス（FCバス）にも燃料

充填できること。そしてメンテナンス

や機器の交換も含めたコストを抑える

ことでした。

　圧力の高低差を利用して車載容器へ

水素を充填するため、水素ステーショ

ンでは製造した水素を圧縮し、高圧の

状態で蓄圧器に一時貯蔵します。国内

では耐久サイクル数に優れた鋼製蓄圧

器が一般的でしたが、

コストが高くなるのが

問題でした。

　また、水素ステーシ

ョンでは、充填の際に

高圧を保つために、蓄

圧器を束ねた〈バン

ク〉を３つ用意し、充

填中にAからBへ、そ

してCへと送り出すバ

ンクを切り替えていきます。その際、1

台のFCVへの充填を終える度に全ての

バンクで圧力を最大に戻すための復圧

というプロセスが蓄圧器の寿命を短く

し、早期交換が必要となるなどの運用

コストが高くなる懸念がありました。

　このような課題の中で、いかにして

優位性を出すことができるか̶。検

討を重ねる中で日鉄P&Eは、米エアー

プロダクツ社から、ある提案を引き出

しました。１台ごとに復圧するのでは

なく、残っている圧力に応じて各バン

クの出番を自動制御する特許技術〈バ

ンクローテーション〉の活用です。

　これにより、耐久性を重視した従来

型の高価な蓄圧器ではなく、価格が約

半分となる、鋼製の本体胴部に樹脂を

巻き付けた複合型の蓄圧器の採用が可

能となりました。厳しい入札の結果、

初期投資額を大幅に抑え、かつ製品ラ

イフサイクルが長いことで運用コスト

も安価となる提案が高く評価され、日

鉄P&Eの受注へとつながりました。

　しかし、設計・建設においても数々

の課題が待っていました。中でも困難

を極めたのが、制御システムの設計で

す。米エアープロダクツ社と日鉄P&E

のシステムを組み合わせる統合開発に

おいては、互換性の問題のみならず、設

計思想の違いも浮き彫りになりました。

数々の課題の解消に向け、エンジニア

を米国に派遣して学びながら融合を図

っていきます。約１年におよぶ協働作

業を経てパッケージ化にこぎつけ、今

後の提案にも生かせる形になりました。

　そして2019年３月、セントレア水素

ステーションは開所を迎えます。同年

６月からは、空港の対岸にある商業施

設とのFCシャトルバスの運行もスター

トしました。見学展示コーナーなども

備え、水素社会の普及啓発の場として

の役割も果たしています。

　次なる挑戦の場となったのが、〈東京

大井水素ステーション〉です。トレー

ラー輸送による他の水素ステーション

への出荷設備があること、将来のベー

ス基地となることを見据え、大規模で

安定した供給が担保できる２系統の水

素製造装置を持つことが、大きな特徴

となります。

　最大の難関は工期の短さでした。東

京オリンピック・パラリンピックとい

う晴れの舞台で、水素エネルギーへの

取り組みを世界に発信したい。そんな

東京都の思いのもと、大会期間中には

選手たちの移動にも使用される約500

台のFCVとFCバスの24時間運行が計

画されていました。近郊の水素ステー

ションへの供給元としての役割も担っ

ていたため、何としても大会までに間

に合わせる必要があったのです。

　大会開催に向けた各競技場の建設ラ

ッシュもあり、作業員や資材、重機も思

うようには集められません。資機材の

納品や人員の手配状況に合わせて、限

られた敷地で複数の工事を同時進行し

た他、夜間工事も含めた三交代制で現

場管理にあたるなどの対応に追われま

した。そんな中で現場担当者たちの励

みになったのは、入社したばかりの社

員からの言葉でした。

  「未来を感じる水素に携わりたいと思

い、この会社を選びました」

　次代を担う若手たちが夢を抱いてい

るという事実は、水素社会を実現する

大きな推進力にもなるはずです。

　大勢の作業員たちへの新型コロナウ

イルス感染症対策に万全を期しながら

最終調整を行い、〈東京大井水素ステー

ション〉はこの８月に開所する予定です。

東京オリンピック・パラリンピックという

舞台は延期となりましたが、来たるべ

き需要増に万全の体制で備えています。

　国内の水素ステーションは131か所

（2020年５月現在）を数え、これから

ますます拡大していくことでしょう。

その普及に貢献しながらも、水素ステ

ーションだけに留まることなく、さら

にその先の水素の可能性を模索してい

く̶。日鉄P&Eの視点は、次なるフ

ィールドへと向けられています。
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折れそうな気持ちを支えたのは、被災地での経験の積み重ねでした

プロジェクトリーダー
越田 仁

　東日本大震災の被災地では、どれだ

け復興が進んでいるのでしょうか̶。

　毎年３月11日前後になると特集が

報じられるものの、被災の当事者以外

の関心は年々薄れつつあるようにも見

えます。しかし復興はまだまだ道半ば

に過ぎません。復興庁は昨年、当初掲

げた2021年３月末までの〈復興・創生

期間〉を2031年３月末までとする、10

年の延長を発表しました。

　中でも長い道のりとされているのが、

原発事故の影響が大きい福島県です。

除染が進まなければ、人々の不安も消

えず、なかなか前向きにはなれない。

福島沿岸部の被災地では、いまもそう

した状況が続いたままなのです。

　復興の課題となっているのは、放射

性物質によって汚染された大量の除染

廃棄物です。廃棄物を安全に貯蔵する

ため、いかに容積を減らすことができ

るか̶。その難しい施設の建設と操

業が、福島県双葉町の地で私たちに課

せられたミッションでした。

　東日本大震災の復興事業に私たちが

携わるのは、これが初めてではありま

せん。震災直後から現地状況の調査を

開始し、自治体や企業と連携してさま

ざまな取り組みを行ってきました。　

　岩手県では、オイルターミナルや防

波堤の復旧工事、医療センターの新設

工事などを。宮城県では、ガス会社や

製油所の設備復旧工事、市民病院の耐

震補強工事などを。福島県では火力発

電所の配管復旧工事などを。道路が寸

断されて資材の運搬もままならない中

で、それぞれの担当者たちが、ガレキだ

らけの被災地を奔走しました。

  「とにかく、目の前の状況をなんとか

したい」という共通の思い。それは困

難を乗り越えるエネルギーにもなりま

す。膨大な量の災害廃棄物の処理をか

かえた釜石において、老朽化のため閉

鎖した〈シャフト炉式ガス化溶融炉（シ

ャフト炉）〉を再稼働させるという挑戦

をしたのはその一例です。震災発生時

に完成した新設のシャフト炉の稼働に

加え、震災の翌年２月から旧施設を再

稼働し、新旧２施設体制で、釜石市の他、

大槌町・大船渡市・陸前高田市からの

災害廃棄物も受け入れて、広域の復興

活動を支える体制を整えました。

　震災当初に持ち込まれた災害廃棄物

は、水分を含み土砂にまみれた状態の

ため、カロリーが低いのですが、時が経

過するにつれて持ち込まれる廃棄物の

状態は変化していきます。そのため日

々仮置き場に出向き、その日搬入され

る廃棄物を確認し、時には搬入スケジ

ュールを調整しながら廃棄物の状態に

応じた処理を行っていきました。こう

して再稼働してから３年、旧施設は試行

錯誤の操業の中で得た貴重な数々のノ

ウハウを残して、地区内の災害廃棄物

を処理する任務を全うしました。

　じつはこの旧施設は、シャフト炉の

第１号機にあたります。その後、昭和・

平成・令和と時代に合わせて、シャフ

ト炉は進化し、全国各地の自治体で採

用されてきました。そして今回、双葉

町での放射性物質を含む廃棄物の処理

においても、再びその1号機が最後に残

した知見が生かされ、シャフト炉が活

躍することになったのです。

　福島県双葉町の減容化施設には、可

燃性の除染廃棄物や災害廃棄物などを

処理する当社シャフト炉と、焼却灰や

ばいじんを専門に処理するクボタ環境

サービスの〈表面溶融炉〉が併設されて

います。さまざまな廃棄物を処理でき

るタフなシャフト炉と、灰を専門に処

理できる表面溶融炉との組み合わせに

よって、最大限の減容化を狙ったシス

テムです。

　当社のシャフト炉は製鉄の炉を応用

した技術で、可燃物はもちろん、金属や

ガレキが混入していても処理すること

ができます。また投入間口が大きく、

投入物を細かく砕く前処理が必要あり

ません。これらの強みは、双葉町の減

容化施設においても、大きな利点をも

たらしました。一般的な焼却炉では、

廃棄物の入ったフレキシブルコンテナ

という運搬容器を破袋し、攪拌後に炉

に投入する必要があり、作業環境を放

射性物質によって汚染してしまうリス

クがあります。一方、当社のシャフト

炉であれば、破袋せずにそのまま炉に

投入できるのです。

　また、シャフト炉に投入された廃棄物

は、溶融して、スラグという砂状の物質

となります。廃棄物中の放射性物質の

うち大半を占めるセシウムは、処理の

過程でスラグから分離され安全性が確

保されるため、アスファルト合材の原

料やコンクリート製品として利用が可

能となる他、中間貯蔵施設での汚染土

壌保管施設の通水材、覆土材等にも活

用されるという、リサイクルを実現し

ます。

　私たちがこうした提案を織り込めた

背景には、福島県広野町での経験があ

りました。2014年の福島県広野町にお

ける仮設溶融炉のプロジェクトでは、

当初、焼却灰や飛灰と同様に、スラグも

埋立処分する計画を立てていました。

　しかし、シャフト炉の操業条件を整

えることで、セシウムをスラグ中に残

さず、排ガスに移行させることが可能

であることに加え、その条件下で産出

されたスラグの安全性も、広野町の現

場で確認され、実際にセメント原料と

して有効利用されました。こうした経

験を活かし、双葉町のプロジェクトで

は計画当初から、産出されたスラグの

有効利用を目指しています。

　双葉町には福島第一原発５・６号機が

立地しています。着工時の2018年には

町全体が避難区域とされ、立ち入り規

制が敷かれている状態でした。現場の

放射線量は人体への影響は及ぼさない

範囲でしたが、それでも不安は拭えま

せん。このことが、建設工事にさまざ

まな障壁をもたらしました。

　まずは資材の調達です。「帰還困難区

域に納品することはできません」と、調

達先からの辞退が相次ぎました。説得

を続けてどうにか引き受けてくれたケ

ースもありましたが、それはごく一部

です。そこで、区域外に資材ヤードを

設け、現場とピストン輸送する体制を

つくって対応することにしました。

　工事にあたる作業員たちの管理にも、

これまでにない工夫が求められます。

ピーク時には約1500人におよぶ作業員

を、いかに円滑に現場へ送迎し、漏れの

ない入退場管理を行うか。というのも、

帰宅困難区域内では、国のルールで個

人別に時間管理を実施することが定め

られています。アナログな確認作業で

は途方もない手間が生じ、正確性にも

課題が残ってしまう―。そこで採用

したのが、顔認証システムです。事前

登録した一人ひとりの顔の三次元デー

タを通勤用バスの乗車時に照合し、入

退場を管理しました。

　また、事務所と現場がクルマで約30

分の距離にあり、域内での作業時間も

限られる中で移動時間を有効活用する

ため、通勤用バスの車内モニターを介

して朝礼を行い、その日の作業内容や

注意事項を共有し、安全管理を行うこ

とにしました。

　他にも、工事調整用のアプリによっ

てスムーズに作業を進めるなど、IoTと

リモートを最大限に活用することで、

制約の多い現場での作業に挑み続けた

のです。

　帰還困難区域という制約の多い現場

に加え、通常は３年以上かかるところ

を１年11か月で建設するという超短工

期でしたが、山積する課題を一つひと

つ乗り越えていきます。そして、つい

に2020年２月末、環境省主催による

火入れ式を迎えました。その１週間後

には、新しい双葉駅のお披露目ととも

にJR常磐線が全線復旧開通し、町内の

一部地域で避難指示が解除されました。

双葉町での復興は少しずつですが、着

実に歩を進めつつあります。

　試運転では、９年前から積み重ねて

きたノウハウを活かして、１か月とい

う短い期間の中で操業方法を確立し、

所定の性能を発揮することができまし

た。４月からは本格的な稼働をスター

トさせています。

　復興に向けて膨大な除染廃棄物や災

害廃棄物の最終処分量をどれだけ減ら

せられるか。操業を担当する当社とそ

のグループ会社のメンバーたちが役目

を終えるときに、一人でも多くの被災

者が町へと帰り、かつての暮らしを取

り戻せるように―。いまこのときも、

シャフト炉の火は燃え続けています。

帰還困難区域の現場を支えた、
IoTとリモートの活用

通勤用バス内の顔認証システム

シャフト炉式ガス化溶融炉
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　東北の地で東日本大震災の災害ごみ処理に携わって
９年。目の前のやらなくてはならないことを一つひと
つやり遂げる中で、ここまでやってきました。ノウハ
ウのない中で災害ごみを処理した釜石市での経験。仮
設溶融炉の建設、操業、そして解体までを請け負い、初
めて放射能管理を伴った広野町での経験。そうした実
績の集大成となったのが双葉町です。未知の挑戦に心
が折れそうになったこともありましたが、諦めない気

持ちを持ち続けられたのは、やりきってきた経験の積
み重ねがあったからだと思います。
　双葉町減容化施設の本格的な操業は2020年４月に
始まりました。『できる会社と見込んだからこそ、お願
いしたんです』というお客様の言葉が心に残っていま
す。お客様からの期待、住民の方からの信頼。それら
を胸に地域の復興に尽力したいと思います。


