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放射性廃棄物地層処分における微生物影響研究  

－現状と核種移行に及ぼす影響－ 
 

長岡 亨＊ 

 
放射性核種の移行挙動に及ぼす微生物影響評価は重要なテーマの一つである．地下環境に生息する微生物群集は，利

用可能な基質を酸化還元することによりエネルギーを獲得して生育している．そのため，処分環境の酸化還元状態など

の化学条件を変化，あるいは直接的に核種の化学形態を変化させることで，核種の移行挙動に影響を及ぼす．また，核

種移行評価の高精度化に向けて，地下水中の移行経路に形成しているバイオフィルムと核種の相互作用の解明も重要な

課題となると考えられる． 
Keywords: 高レベル放射性廃棄物，地層処分，微生物，核種移行 

 
Microorganisms in the subsurface environment can directly and/or indirectly change the chemical form of radionuclide by 

microbial metabolism and by-products, resulting in an influence on the migration behavior of radionuclide. Also, the occurrence of 
biofilm formation on rock surface in the groundwater could affect the migration behavior of radionuclide by sorption and desorption. 
Therefore, it would be essential to access microbial effects on radionuclide migration for HLW disposal. 
Keywords: high-level radioactive waste, geological disposal, microorganism, radionuclide migration 
 
 

 

１ はじめに 

 
近年，地下環境の微生物生態に関する研究の進展は著し

く，深部地下数百 m～数 kmにおける地下微生物圏の存在
も確認されている[1-3]（Fig.1）．そのため，地下 300m 以
深に計画されている放射性廃棄物地層処分の施設周辺に

地下微生物が存在することは明らかであり，それら微生物

が処分システムに及ぼす影響に対する関心が高まってい

る現状にある． 
一方，地下微生物の生態と役割（機能）に関しては，分

子生物学的手法等を取り入れた分析・解析技術など飛躍的

に向上しているものの，難培養性微生物の存在など未解明

な部分が数多く残されており，現時点では，処分システム

に及ぼす微生物影響を完全に網羅することは困難な状況

にある．そのため，現時点において微生物影響を評価する

ためには，これまでに蓄積されてきた知見をもとに，処分

環境において想定される生物的反応を整理し，影響評価モ

デルを構築した上で，今後新たに得られる知見を取り込み

拡充させながら，評価手法を高精度化させていくことが重

要となると考えられる． 
本報告では，現時点において考えられている微生物影響

について概説するとともに，特に放射性核種の移行挙動に

及ぼす影響に焦点をあてた国内外の最新動向について紹

介する． 
 

 

２ 処分環境において想定される微生物影響 

 

現在，国内外において，地下施設を用いたフィールド試

験や放射性核種を用いた室内実験など，微生物影響に関す

る研究が鋭意実施されている．微生物影響研究は，スイス

(Nagra)[4]，カナダ(AECL)[5]，スウェーデン(SKB)[6]等の
国外において先駆的に研究が開始された．国内では，岐阜

県東濃サイト[7]などにおいて研究が進められ，現在，北
海道幌延サイトにおいても研究が実施されている状況に

ある．また，地層処分とは異なるが低レベル放射性廃棄物

の余裕深度処分に係わり青森県六ヶ所サイトにおいても，

研究が進められている． 
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Fig.1 Microorganisms in deep groundwater  
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Table1 に処分環境において想定されている微生物影響
について取りまとめた．詳細については，既刊レビュー等

[8-11]を参考にしていただきたい． 
人工バリア内は，高温，高圧，放射線，水分活性低下（乾

燥）など，微生物にとって生育し難い過酷な環境となるこ

とが予想される．そのため，微生物影響の有意性を評価す

るためには，はじめに微生物活性の程度を評価することが

不可欠となる．微生物活性が小さいと評価された場合，人

工バリア近傍における処分システム性能に及ぼす微生物

影響は評価対象から除外される．一方，活性が大きいと評

価された場合には，微生物影響の有意性の評価が必要とな

る．これまでの知見から想定される人工バリア近傍におけ

る微生物影響には，ベントナイトの変質溶解やオーバーパ

ック腐食などのバリア材の劣化，有機物分解等によるガス

生成及び消費，バイオフィルム等の形成による間隙閉塞

（地下水移行経路の閉塞）などがあげられている． 
一方，天然バリア（人工バリア近傍含む）では，地下水

中における核種の移行挙動に及ぼす微生物影響を評価す

ることが重要となる．人工バリアから漏洩した核種は，岩

盤間隙水（地下水）中を，地下水の化学状態に応じて化学

形態を変化させながら移行する．そのため，核種の化学形

態を規定する地下水の pHや酸化還元電位などの化学状態
を特定することが重要となってくる．地下微生物は，溶存

酸素の消費や硫化水素の生成などの代謝活動によって地

下水の化学状態の形成に影響を及ぼすと考えられている．

つまり，地下微生物の影響により地下水の化学状態が変化

することで，間接的に核種の化学形態が変化し，最終的に

核種移行に影響を及ぼすことになる（核種の化学形態変化

に及ぼす微生物の間接的作用）．また，微生物の菌体表面

において酵素的に核種の化学形態を変化させることも考

えられる（直接的作用）．さらに，微生物は細胞外で核種

の化学形態変化を引き起こすばかりでなく，微生物が核種

を吸着あるいは取り込むことも想定される．その場合，核

種移行を評価する上で，微生物が岩盤に吸着しているのか，

地下水中に懸濁しているのかが重要となる．微生物が吸着

していれば，核種移行は遅延され，浮遊している場合，菌

体のコロイド様挙動により核種移行が促進される可能性

がある．他にも，核種移行を促進させる有機及び無機キレ

ーターの生成分解などに微生物が関与すると考えられて

いる． 
 
３ 原位置における微生物影響評価 ～スウェーデン・エスポ

地下研究施設の事例～ 

 

地下環境に生息する微生物の生態と機能に関しては未

解明な点が多く，地上の実験室で地下水中に生息する全て

の微生物の活性を保持したまま試験をすることは困難で

ある．そのため，現地地下水を直接使用する原位置試験は

非常に有効であると考えられる． 
スウェーデン・エスポの地下研究施設の地下深度-450m

地点では，2000年にMicrobe 450-m siteが建設された[12]．
Fig.2にその模式図を示す． 
岩盤内に掘削されたボアホールには，滅菌した樹脂製パ

ッカーが装填され，耐圧チューブ(PEEK 製)を介して原位
置条件の被圧地下水（微生物含む）がコンテナ内の耐圧フ

ローセル（Fig.3）に導入されている．リアクター内は，原
位置地下水と同圧力（約 2.5～3.1MPa）及び同温度（約 15
～18℃）に保持され，耐圧ギアポンプにより，ボアホール
に還流される．この原位置条件が保持されたフローセルを

用いることで，まさに“生（なま）”の地下水を用いた試

験が可能となる．そのため，培養することが困難な難培養

性微生物の影響も加味した可能な限り原位置に近い実験

が可能である．また，被圧状態であることから，微生物の

生育等に重要な溶存ガスを逸脱させることなく，実験可能

である点は，大きなメリットである．実際に，現場に赴き，

目前で地下水をサンプリングしてみると，炭酸飲料をコッ 

Table1 Microbial effects on HLW repository 

対象箇所 影響 現象 

バリア材の劣化・変質（オーバーパック，ベントナイト） 

ガス生成・消費 人工バリア 
物理的な封じ込め

性能に及ぼす影響 
その他 

処分環境の化学条件変化（ｐH及び酸化還元状態など） 

核種の吸着・取り込み（生物膜捕捉，コロイド様挙動） 

核種の化学形態変化（核種の不溶化・可溶化） 

有機・無機キレーターの生成・分解 

コロイドの生成 

人工／天然 

バリア 

核種の漏洩や移行

挙動に及ぼす影響 

その他 
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プに注いだ時のように，微細な気泡が発生し，硫化水素ガ

スのような異臭を放っていた．現在，フローセル内にガラ

スや花崗岩薄片プレートを装填し，微生物を含んだ原位置

地下水を導入して，プレート上にバイオフィルム（生物膜）

を形成させ，バイオフィルムにおける放射性核種の収着実

験を実施中であった． 
 
４ 核種移行に及ぼす微生物影響 

 

放射性核種の移行挙動は，地下水中での核種と岩盤との

収着性に依存し，その収着性は，核種の化学形態に強い影

響を受けていると考えられている． 
一方，地下に棲息している微生物は，利用可能な物質を

酸化還元することによりエネルギーを獲得して生育して

いるため，処分環境における地下水等の酸化還元状態の形

成に大きく関与していると考えられている．そのため，核

種の化学的形態を間接的に変化させ，その吸着挙動に大き

な影響を与える可能性がある．また，微生物は，直接的（酵

素的）に核種と反応し，化学的形態を変化させる可能性も

ある． 

これまでに，ウラン[13]，プルトニウム[14,9]，ネプツニ
ウム[15]などのアクチノイド元素を対象に，化学形態変化
に及ぼす微生物の影響について，実験的な検討がなされて

いる．また，TRU 処分及び余裕深度処分において安全評
価上重要である炭素 14[16]やヨウ素 129[17]の化学形態変
化に係わる検討も行われている． 
 
4.1 微生物による核種移行の遅延 －当所の研究の紹介－ 

当所では，高レベル放射性廃棄物処分において安全評価

上重要な放射性核種であるネプツニウム(Np-237)および
地下に棲息する代表的な微生物として，硫酸還元菌

（Desulfovibrio desulfuricans）を用いて，同核種のベントナ
イトへの吸着挙動に及ぼす微生物の影響について実験的

検討を行った[18]（Fig.4）． 
好気性条件下において， Npは幅広い pH範囲において，

ベントナイトへはほとんど吸着せず，溶液中に溶存するこ

とが明らかとなった．これは，Np が溶存態である NpO2
+

イオンとしてベントナイト懸濁液中に存在しているため

であると考えられた．一方，硫酸還元菌が生育する還元環

境を，硫化ナトリウムを用いて化学的に模擬した条件下に

 

 

Fig.2 MICROBE 450-m site 

耐圧フローセル 

ガラスプレート 

 
Fig.3 Pressure-resistant flow cell 
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おいては，液相から固相へと移行した，これは Np(V)が
Np(IV)に還元され，NpO2や NpO(OH)2などの酸化物ある

いは水酸化物として固相へ吸着あるいは溶液中に沈殿し

ているものと推察された．また菌体が存在すると還元速度

が増大することから，同菌が直接的に核種を還元できる能

力を有していることが示唆された． 
この現象は，地下微生物が核種の移行挙動に影響を及ぼ

していることを示唆しており，Npを用いた本研究の場合，
移行が遅延する方向へ働き，地層処分施設の安全性を高め

る効果があることを示唆していると考えられる． 
 

4.2 微生物による核種移行の促進 

前節のように，微生物による核種の還元作用は安全側に

働くと考えられてきたが，近年，ウランが嫌気性条件下で

酸化され，移行しやすくなるという研究結果も得られてい

る[19,20]．嫌気性条件下の場合には，微生物はウラン酸化
のために，酸素の代わりに電子受容体として硝酸イオンを

利用することでエネルギーを獲得していると報告されて

いる[21]．特に，硝酸塩を大量に含む TRU 廃棄物処分に
おいて，重要な課題であると思われる．また，プルトニウ

ムに関しても，微生物の作用により，Pu(IV)から Pu(III)に
まで還元されることにより，溶存イオンとなり易動化する

可能性も指摘されている[9]． 
 
５ 今後の課題 ～微生物影響研究の必要性～ 

 

放射性廃棄物の地層処分における微生物影響の有意性

に関しては，地下微生物の生態と機能などに関する知見が

乏しく，これまで棚上げされてきたが，近年の研究の進展

により，地下環境の酸化還元状態変化など，処分環境に対

して微生物が有意に影響を与えることが明らかとなって

きた．処分環境の酸化還元状態が変化すれば，核種移行等

に影響を及ぼすことは明らかである． 
 特に重要となるのは，人工バリア性能が失われ核種が移

行を開始する時点における処分環境の化学条件の特定で

あると思われる．この化学条件は，人工バリアを構成する

各種バリア材および岩盤中の各種鉱物・地下水・微生物が

相補的に作用しながら形成していると考えられる．近年，

国内においても精力的に研究が推し進められてきており，

より高精度な評価が可能になることを期待したい． 
また，核種の移行挙動を評価するために重要なパラメー

タである収着分配係数の測定は，これまで岩石表面に対す

る核種の収着性に基づき測定がなされてきた．しかし，地

下水と接触している岩盤表面には微生物が付着し，バイオ

フィルムを形成している可能性が高い．そのため，バッチ

式による収着分配係数測定のように，元々地下水に触れて

いない岩石の新規表面を粉砕することで露わにし，その岩

石表面に対する核種の収着性を測定する方法では，真の収

着分配係数を測定していることにはならず，バイオフィル

ムと核種の間の収着分配係数の測定も注目に値すると思

われる．今後，微生物表面と核種の間の相互作用の解明に

向けた研究の進展が望まれると同時に，原位置に生息する

全ての微生物影響を考慮可能な収着分配係数の測定技術

（原位置における測定技術）の開発などが急務になってく

ると思われる．  
以上のように，放射性廃棄物の地層処分における微生物

影響は重要な課題であり，今後，安全評価の高精度化に向

けて，ますますその必要性は大きくなると思われる． 
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