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地下の還元的な条件下でのセレンの砂質泥岩への収着分配係数† 
 

飯田芳久*1 木村祐一郎*1, 2 山口徹治*1 上田正人*1, 3 田中忠夫*1 中山真一*1 

 
放射性廃棄物の地層処分の安全評価において，放射性核種の岩石への収着は重要な評価因子である．深地層の還元的

な環境におけるセレン(Se)の砂質泥岩への収着分配係数(Kd)に対する，硝酸塩(NaNO3)および塩水(NaCl)の影響をバッチ

式収着試験で調べた．試験は，日本原子力学会が定めた，「深地層処分のバリア材を対象とした測定の基本手順」に準じ

て行った．深度 129-156 m から極力空気に触れさせないように工夫をして採取した砂質泥岩試料および地下水試料を用

い，Se を還元的な溶液条件で安定な化学形(HSe-)に調製したうえで試験液に添加し，添加後も還元的な溶液条件(Eh, pH)
を維持した．得られた log Kd (m3 kg-1)は，塩濃度範囲 0.1～1.1 mol dm-3において-1.84～-1.44 であり，Cs と同程度であっ

た． 
Keywords：収着分配係数，バッチ式収着試験，砂質泥岩，HSe-，還元的条件，塩水，硝酸塩 

 
Sorption of radionuclides on rocks is an important factor for safety assessments of geologic disposal of radioactive wastes. Batch 

sorption tests were conducted to investigate effects of concentrations of NaNO3 and NaCl on sorption distribution coefficients (Kd) 
of selenium on a sandy mudstone under reducing environment of underground. The rock and groundwater used in the tests were 
sampled from depths of 129-156 m with special care minimizing contact with air. Selenium was spiked as HSe- to the test solutions 
and kept reducing conditions (Eh, pH) of the solutions throughout the test periods. Obtained log Kd (m3 kg-1) values were in a range 
of -1.84 to -1.44, which were as high as those for Cs. 
Keywords: sorption distribution coefficient, batch sorption test, sandy mudstone, HSe-, reducing condition, NaCl, NaNO3 
 
 

１ はじめに 
 
放射性廃棄物の地層処分の安全評価において，処分場周

辺の岩盤は，放射性廃棄物から移動した放射性核種を収着

することにより，放射性核種が人間の生活圏まで移行する

ことを遅延する働きを期待されている．そのため，放射性

核種の岩石への収着現象は，放射性核種の生活圏に至る移

行を評価するうえで重要な事象である．深地層は，酸素が

ほとんど存在せず還元的な環境になっているため，酸化還

元に敏感な元素の収着現象は大気下と異なることが予想

される．例えば，日本原子力研究所[1]は，既往のウラン

の結晶質岩に対する収着分配係数(Kd)データについて調

査した結果，還元性雰囲気での Kd は酸化性雰囲気での Kd

に比べ 10～200 倍大きい値であると報告している．これは，

ウランは酸化性の水溶液条件ではⅥ価で安定であるのに

対し，強い還元性の水溶液条件では収着性の高いⅣ価で安

定であるため，条件の違いによって Kd に大きな差が生じ

たものである．したがって，地層処分の安全評価において

は還元的な環境を考慮して Kd を設定する必要があるが，

現状では還元性雰囲気において取得された Kd データは極

めて少なく，信頼性のあるデータの蓄積が必要である．  
高レベル放射性廃棄物や長半減期低発熱放射性廃棄物

に含まれるセレン-79(79Se)は長寿命放射性核種であり(半
減期 2.95×105年[2])，安全評価上の重要核種の一つである

ため，Se の岩石に対する Kd 取得試験がこれまで多くなさ

れてきた．Se は地下水の酸化還元条件によって HSe-, Se4
2-, 

HSeO3
-, SeO4

2-などの異なる溶存化学形をとるため[3, 4]，
地下水の酸化還元電位(Eh)により Kd が大きく影響される

可能性がある元素である．わが国における高レベル放射性

廃棄物地層処分の技術的信頼性－地層処分研究開発第 2
次取りまとめ[5]のレファレンスケースでは，パイライト/
マグネタイトの酸化還元対を考慮して地下水の Eh を-280 
mV としており，このような還元的な条件では Se は HSe-

の化学形で溶存する．したがって，処分場環境での Se の

移行を評価するためには，Se が HSe-の化学形で溶存する

状態での Kd が必要である． 
地層処分される長半減期低発熱放射性廃棄物には硝酸

塩を含有するものがある．また，処分場は沿岸地域に立地

される可能性があるため，処分場周辺の岩盤に硝酸塩や塩

水が浸入する可能性がある．塩水の浸入においては，岩石

表面の電気的特性の変化や共存イオンとの収着サイトの

競合による核種の岩石への収着性の変化が考えられる．硝

酸塩の浸入においては，これに加え NO3
-イオンによる地

下水中の酸化還元条件の変化，あるいは NO3
-イオン由来

のアンモニアとの錯形成などによる核種の溶解度および

収着性の変化が考えられる[6]．例えばセシウム(Cs)の凝灰

岩に対するKdについてNaNO3の添加による大幅な低下が

認められたとの報告があり[6]，塩濃度の影響は安全評価

上考慮が必要と考えられる．しかし，Cs 以外の元素につ

いては，硝酸塩や塩水の浸入で処分場環境が変化した場合

の核種の収着性の変動に関して，定量的に評価するだけの

知見が得られていない． 
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２ セレンの岩石への収着に関する既往の研究 
 
澁谷ら(1994)[7]は，花崗閃緑岩および凝灰岩を対象とし

た Se の収着試験を実施し，表面錯体モデルによる収着挙

動の解析を行っている．試験液として pH を 4～12 に調整

した 0.1 mol dm-3 NaCl 溶液を用い，SeO2試薬を溶解して

Seを添加した．試験液中のSeの初期濃度は1×10-4 mol dm-3

とし，Ar ガスによる雰囲気制御グローブボックス(O2 < 1 
ppm)内で，バッチ法にて試験を行っている．固液比は花

崗閃緑岩の試験で 40 g dm-3，凝灰岩の試験で 400 g dm-3で

あり，試験期間は 14 日間であった．試験の結果，花崗閃

緑岩への収着ほとんどみられなかった．一方，凝灰岩へは

90%の Se が収着しており(pH < 8)，pH 8 以上の条件では

pH の上昇に伴い収着率が減少した．凝灰岩への Se の Kd

は pH < 8 では 6×10-2 m3 kg-1，pH 12 では 1×10-3 m3 kg-1で

あった．凝灰岩中に存在し Se の収着に寄与する鉱物を黒

雲母，緑泥石およびパイライトと仮定し，表面電荷一定と

した表面錯体モデルにより収着挙動について解析を行っ

たが，試験結果との良い一致はみられなかった．また，高

pH 領域で Se が収着された原因として炭質物の影響を示

唆している． 
Tachi et al. (1998)[8]は，凝灰岩を対象とした Se の収着試

験を実施した．試験液として pH を 2～13 に調整した 0.1 
mol dm-3 NaCl 溶液を用い，SeO2試薬を溶解して Se を添加

した．試験液中の Se の初期濃度は 1×10-4 mol dm-3 とし，

N2ガスによる雰囲気制御グローブボックス(O2 < 1ppm)内
で，バッチ法及び拡散法にて試験を行っている．バッチ法

による試験での固液比は 400 g dm-3 であった．得られた

Kd は pH 8 においてバッチ法で 2.3×10-2 m3 kg-1，拡散法で

は 1.6×10-3 m3 kg-1 であった．pH 11 では，バッチ法で

2.5×10-3 m3 kg-1，拡散法では 1.8×10-4 m3 kg-1であり，拡散

法から得られた Kdはバッチ法に得られた値より 1 桁低か

った．バッチ法での試験では，pH 8 以下の条件では 90%
以上の Se が収着しており，それより高い pH 領域では pH
の上昇に伴い収着率が減少した．凝灰岩構成鉱物への Se
収着率の pH 依存性から，支配的な収着鉱物はパイライト

および鉄酸化水酸化物等の鉄鉱物であり，高 pH 領域では

亜炭(lignite)が支配的となるだろうと推定されている． 
Fujikawa et al. (1997)[9]は，Se が SeO3

2-あるいは SeO4
2-

として溶存する条件で，チャート，花崗閃緑岩および頁岩

に対する収着試験を実施した．試験液として pH を 5～10
に調整した 0.001，0.01 または 0.1 mol dm-3の Na2SO4, NaCl, 
Na2CO3および NaHCO3溶液を用い，放射性の 75Se (化学形

は H2SeO3)を添加している．試験液中の Se の初期濃度は

0.39 GBq m-3 (10-12 mol dm-3相当)として，大気下において

バッチ法にて 9 ヶ月間の試験を実施した．薄層クロマトグ

ラフにより分析された溶液中の Se(IV)および Se(VI)の存

在率から，内圏錯体の形で収着した Se(IV)が酸化されて，

より収着性の低い Se(VI)になることを指摘している．得ら

れた Kdはどの岩石でも 1×10-3～3×10-1 m3 kg-1の範囲内で

あった．塩の違いにより Kd は Na2CO3 < NaHCO3 < NaCl < 
Na2SO4 の順に大きくなったものの，イオン強度依存性よ

り pH 依存性の方が顕著であることを報告している． 
その他にも，酸化性条件で安定な Se(IV)および Se(VI)

については比較的データが多く存在し，鉱物への収着に関

してはモデルによる解析まで実施され，収着特性もほぼ同

定されている[10, 11]．一方，還元性条件で取得されたデ

ータは非常に少ない．五十嵐ら(1999)[12]は，泥岩および

砂質泥岩を対象とした収着試験を実施している．試験液と

して純水および人工海水を用い，pH を 3～9 に調整し，

Na2Se(IV)O3 または Na2Se(VI)O4 試薬を溶解して Se を添加

した．試験液中の Se の初期濃度は 1ppm (1.3×10-5 mol dm-3)
としてバッチ法により試験を行っている．試験雰囲気は

大気下/還元剤無添加，大気下/還元剤添加または Ar ガ

ス雰囲気下/還元剤添加の 3条件とし，還元剤として 0.01 
mol dm-3 Na2S2O4 を用いている．固液比 10 g dm-3とし，

試験期間は 1～28 日間であった．得られた Se(VI)の Kd 
は条件によらずほぼ 0 であった．Se(IV)の Kd は泥岩と

砂質泥岩で大きな差はなく，純水系において，大気下/
還元剤無添加の条件で 1×10-3～1×10-2 m3 kg-1(pH 8.2～
8.7)，大気下 /還元剤添加の条件で 1×10-2～5×10-1 m3 
kg-1(pH 3.5～6.2)であり，負の pH 依存性を示した．本報

告では還元剤を添加した試験で高い Kd が得られている

ものの，還元剤添加により試験液の pHが低下しており，

化学形の同定を行っていないことから，Kdの上昇が pH
の低下によるものなのか化学形の違いによるものなのか

不明である． 
Ticknor et al. (1988)[13]は，大気下/還元剤無添加，N2 ガ

ス雰囲気下/還元剤添加および N2 ガス雰囲気下/還元剤

添加の 3 種類の条件下で花崗岩，はんれい岩および玄武

岩を対象とした Se の収着試験を実施した．試験液として

主成分が 2 mol dm-3 CaCl2である SCSSS (standard Canadian 
shield saline solution) 溶液，SCSSS 溶液をイオン交換水で

10 倍または 100 倍希釈した溶液の 3 種類を用いた．大気

下試験での試験液の pH は 7.5～9.0 であった．還元条件で

は試験液に還元剤としてヒドラジン 0.08 mol dm-3を添加

し，pH は 10.0，Eh は-370～-260 mV であった．Se の初期

濃度が 1×10-10 mol dm-3となるように放射性の 75Se(化学形

は H2SeO3)を試験液に添加し，固液比 20 g dm-3で 14 日間

試験を実施した．なお，この試験では，収着試験後の固相

に 30%の H2O2溶液(pH7.5)を 10 cm3添加し，収着した Se
を酸化して溶解することによる脱離試験も実施している．

得られた Kd は岩石によらず同様の結果であり，またイオ

ン強度依存性は顕著ではなかった．例えば玄武岩を用いた

試験では，大気下で取得された Kdは 1.1×10-2～1.6×10-2 m3 
kg-1，還元条件下で取得された Kdは 3.7×10-3～7.9×10-3 m3 
kg-1 であり，還元条件下で得られた Kd は大気下の値より

若干低い値を示した．本報告において Se の化学形は試験
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液の pH，Eh 条件と熱力学データを基に HSe-であると推定

しているが，実験的な確認はされていないため定かではな

い．水溶液系でのオキソイオンの還元反応は一般に遅いこ

とから[14]，彼らの試験条件下では Se(IV)が Se(-II)に還元

されず，SeO3
2-として溶存した状態で収着試験が行われた

可能性がある．また，還元剤添加により試験液の pH が

上昇しており，化学形の同定を行っていないことから，

Kd の低下が pH の上昇によるものなのか化学形の違いに

よるものなのか不明である．  
Xia et al.(2006)[15]は，幌延深地層研究センターにおいて

採取した泥岩，頁岩と天然地下水を用いた収着試験を実施

している．Kdの pH 依存性を調べる試験では，pH を 4.0
～9.0 に調整したイオン強度 0.41 mol dm-3の合成地下水

を用い，Se の初期濃度は 1×10-7 mol dm-3であった．イオ

ン強度依存性を調べる試験では，試験溶液としてイオン

強度 0.31 mol dm-3の天然地下水と 0.41 mol dm-3の合成地

下水およびイオン交換水(イオン強度は 0.003 mol dm-3 と

計算されている)を用い，pH は 7.5～8.2，Se の初期濃度は

1×10-7 mol dm-3であった．Se の濃度依存性を調べる試験で

は，天然地下水および合成地下水を用い，Se の初期濃度

を 1×10-7 mol dm-3 および 1×10-5 mol dm-3 としている．

Se(IV)溶液を白金触媒存在下において水素混合ガス(4.9% 
H2 + 95% N2)によりバブリングして Se(-II)または Se(0)に
還元した後，試験液に添加している．試験は N2 ガスによ

る雰囲気制御グローブボックス内で実施され，試験期間は

120 日以上であった．pH 依存性を調べる試験で得られ

た Kd は 6×10-3～8×10-2 m3 kg-1であり，pH に対し負の依

存性が認められた．一方，Kd のイオン強度影響はほとん

どなかったと報告されている．また，Se 濃度依存性を調

べる試験で得られたKdは 6.4×10-3～2.5×10-1 m3 kg-1であり，

Se 濃度依存性は天然地下水で正，合成地下水では負であ

った．支配的な収着鉱物は鉄鉱物，特にパイライトである

と指摘しており，岩石に収着した Se の化学形を X 線吸収

端微細構造(XANES: X-ray Absorption Near Edge Structure)
によって Se(0)と同定し，Se(0)がパイライト(FeS(0)S(-II))
中の S(0)と置換することが重要な収着メカニズムである

と報告している．本報告において，添加した Se の化学形

は HSe-および Se(0)であると熱力学データから推定してい

るが，実験的に確認はされていない． 
このように，還元性条件での実験データは少ないながら

存在するものの，Se(-II)の化学形で溶存している状態で実

測されたと確認できる Kd データは見あたらない． 
本研究では，Se を還元的な溶液条件で安定な化学形

(HSe-)に調製・確認したうえで試験液に添加し，還元環境

下において岩石に対する Se のバッチ式収着試験を実施し

た．対象とする岩石は，我が国の代表的な岩種の１つであ

り，堆積岩(軟岩系岩盤)に分類される[5]砂質泥岩とした．

地下深部の還元環境を維持したままの条件下で収着試験

を実施するため，試験に用いた岩石・地下水試料は，極力

空気に触れさせないように工夫をして地下深部から採取

した．硝酸塩，塩水の濃度を試験パラメータとし，共存す

る塩の影響による Kdの変動特性を求めた． 
  

３ 岩石・地下水試料 
 

3.1 採取 
地下の還元的な状態を維持したまま岩石・地下水試料を

採取するため，極力空気に触れさせないように工夫をして

掘削を実施した(詳細は文献[16]を参照)．掘削水として採

掘場所付近の沢水を用い，清水堀りを行った．129-130 m
付近に湧水が認められたため，この地下水を採取すること

とした．浅層の地下水の流入防止処置を施した後に，水質

検層器 MP TROLL 9000 (In Situ Inc.)を孔内に降ろし，孔内

水の pH，酸化還元電位(ORP)，溶存酸素濃度(DO)を測定

した．水質検層器に装備されている pH，ORP および DO
電極は，付属の Quick-Cal ソリューション(In Situ Inc.)によ

り較正を行った．ORP は Ag-AgCl 比較電極を基準とした

Pt 電極により測定し，水素電極基準に換算して Eh (vs. 
N.H.E.)を求めた．電極指示値の再現性誤差は ± 20mV で

あった．孔内水を地下水で置換するため，ポンプを用いて

0.9 m3 h-1の流速で 5 時間孔内水を汲み上げた．孔内の水質

を前述の水質検層器で測定し，pH，ORP，DO が掘削水の

それとは変化して安定したことから孔内水が地下水へと

置換されたと判断し，密閉型採水器で地下水を採取した．

採水後にも水質検層器で水質を測定し，採水前と変化がな

いことを確認した(Table 1)．採取した地下水試料は，地下

水に棲息している微生物の繁殖などを抑えるため，アルゴ

ンガス雰囲気下でドライアイスにより凍結させた．  
清水掘りを深度 148 m まで行い，それ以深は，脱気水に

アルゴンガスを懸濁させ溶存酸素濃度 0.2 ppm未満とした

無酸素水を用いて掘削した．岩盤均質性，亀裂状況を確認

しながら掘削を進め，深度 150-156 m にて良質コアが確認

されたため岩石試料を採取することとした．コアの地上出

口に無酸素水の水槽を設置し，採取したコアを無酸素水中

で 15 cm に切り分けた後，無酸素袋に収納・密封し，アル

ゴンガスで加圧した三軸加圧容器に一時保管した．一時保

管したコアをアルゴンガス循環グローブボックス内に搬

入し，厚さ 5 mm のディスクに切り分けた．これをゴムス 
 
Table 1  Averaged pH, DO and Eh of the borehole water 
monitored before and after sampling of groundwater 
respectively 

  採水前平均値 採水後平均値 

pH 8.07 8.06 

DO (ppm) 0.21  0.24 

Eh (mV) -117.8  -118.0 
 



  原子力バックエンド研究                          March 2009 
 

60 

リーブ，アルミニウムラミネートからなる三重袋に包装し，

三軸加圧容器中に無酸素水で加圧した状態で保管した． 
 
3.2 分析 
採取した岩石試料に対し化学組成，鉱物組成の分析を行

った．化学組成は，蛍光 X 線分析法により分析し酸化物

換算して求めた．全体の半分以上にあたる 52.2 %が SiO2

であり，次いでAl2O3が 20.0 %, FeOが 10.9 %, K2Oが 7.8 %
であった．その他の成分は, CaO が 3.3 %, SO3が 2.3 %，

TiO2が 1.3 %，Na2O が 1.2 %，MgO が 1.0 %であった．粉

末 X 線回折法により岩石試料の鉱物組成を調べた結果，

造岩鉱物として石英が卓越して存在し，その他には長石類

の存在が示された．粘土鉱物としてはスメクタイト，緑泥

石，カオリン鉱物，雲母などが極少量検出された．これら

に加え，含水比，陽イオン交換容量，陰イオン交換容量，

比表面積，細孔分布の測定・分析を行った[18 - 20](Table 2)． 
地下水試料に対しては溶存イオン濃度の分析を行った

[21](Table 3)．地下水の分析においては，地下水採取時に

圧力解放に伴う溶存ガスの逸脱を防止していなかったた

め，硫化水素，メタン等地下の還元的な条件において存在

する可能性があるガス成分の濃度分析は行わなかった． 
 

3.3 還元性維持の確認および試料調整 
採取した地下水試料について，原位置測定により求めら

れた pH，DO および Eh の値から採取時の還元状態につい

て検討した．孔内水の分析結果(Table 1)において，採水前

後のpHの平均値(8.1)およびDOの平均値(0.23 ppm)から評

価される平衡電位は 

O2(aq) + 4H+ + 4e- = 2H2O    logK = 86.0 [14]    (1) 

により+718 mV と算出されるが，原位置で水質検層器によ

って実測された Eh はそれに比べてはるかに低い-118 mV
であり，両者は整合しなかった．保管容器から三重袋に包

装された岩石試料を取り出した際に強い硫化水素臭があ

ったことから，原位置の環境は HS-が安定に存在しうる酸

化還元条件であり，Eh は HS-/SO4
2-の標準電位(-290 mV at 

pH 8.1)程度あるいはそれ以下であったと推定される．原位

置で測定された DO 値が高かった原因として，掘削水中に

含まれていた溶存酸素が残留したものであると推定され

る．また，原位置測定より求められた-118 mV という地下

水の Eh 値は，自然界で認められる大気下の酸化還元電位

(+472mV)[5]に比べはるかに低い値であるものの，地下水

試料は掘削水に含まれていた溶存酸素の影響を受けた可

能性があるため，補助的に還元剤を添加して収着試験に供

することとした．  
採取した岩石試料については，粉砕による酸化の可能性

について検討した．岩石試料を収着試験に供する際には粉

砕することが一般的である[17]．しかし本試験では，地下

の還元環境を維持した試料を用いて収着試験を実施する 

Table 2  Properties of sandy mudstone employed in the 
sorption experiments 

 分析結果 分析手法・規格 
湿潤密度 2.15×103 kg m-3 JIS A 1202-1990 

[18] 
比重  2.67×103 kg m-3 JIS A 1202-1990 

[18] 
含水比 15.1 ｗt% JIS A 1203-1995 

[18] 
間隙率  29 vol% JIS A 1110 [18] 
陽イオン交

換容量  
2.34×10-1 eq kg-1 Schollenberger 改

良法 [19] 
陰イオン交

換容量  
1.7×10-2 eq kg-1 土壌環境分析法

アルカリ溶液浸

出法 [20] 
比表面積  2.0×104 m2 kg-1 ガス吸着法（BET

法） 
全細孔容積  5.7×10-5 m3 kg-1 N2ガス吸着法 
平均細孔径 11.5 nm N2ガス吸着法 

 
Table 3  Composition of the groundwater as sampled 

 分析結果 分析手法・規格 

Na+ 7.4×10-2 mol dm-3 フレーム光度法 
（JIS K0102-1998 48.1） [21] 

Ca2+ 5.2×10-3 mol dm-3 フレーム原子吸光法 
（JIS K0102-1998 50.2） [21] 

Mg2+ 1.6×10-3 mol dm-3 フレーム原子吸光法 
（JIS K0102-1998 51.2） [21] 

K+ 8.0×10-4 mol dm-3 フレーム光度法 
（JIS K0102-1998 49.1） [21] 

Cl- 1.2×10-1 mol dm-3 硝酸銀滴定法 
（JIS K0102-1998 35.1）[21] 

HCO3
- 1.6×10-3 mol dm-3 酸消費量（pH 4.8） 

（JIS K0102-1998 13.1）[21] 
I- 2.0×10-5 mol dm-3 誘導結合プラズマ質量分析法 

SO4
2- 1.0×10-5 mol dm-3 クロム酸バリウム吸光光度法 

（JIS K0102-1998 41.1）[21] 

NO3
- 1.0×10-5 mol dm-3 イオンクロマトグラフ法 

（JIS K0102-1998 43.2.5）[21] 

PO4
3- < 5.3×10-7 mol dm-3 モリブデン青吸光光度法 

（JIS K0102-1998 46.1.1）[21] 
有機体

炭素 
1.4 mg dm-3 燃焼酸化－赤外線式  TOC 分

析法（JIS K 0102-1998 22.1）[21]

有機体

窒素 
< 0.1 mg dm-3 

ケルダール分解－インドフェ

ノール青吸光光度法（ JIS K 
0102-1998 44.1 または 44.2）[21]

 
ことが目的であるため，岩石の粉砕による酸化の有無を確 
認した．窒素ガスによって酸素濃度を 1 ppm 以下に制御し

たグローブボックス内で保管容器から岩石試料を取り出

し，0.5 mm のふるいを通過するまで乳鉢にて粉砕した．

粉砕試料をほぼ均等に 3 バッチに分け，このうち 2 バッチ

をグローブボックスから搬出し，それぞれ大気に 1 時間暴

露，24 時間暴露した後グローブボックス内に搬入した．

大気に暴露させない試料1バッチも含めた合計3バッチの

岩石試料から，それぞれ 20 g を 100 cm3容器内に分取し，

窒素ガスをバブリングした蒸留水 20 cm3 と接触させた．

直ちに 100 回手振り振とうした後 1 時間静置した．上澄み

液を採取し，フェナントロリン吸光光度法により Fe2+濃度，

メチレンブルー吸光光度法により HS-濃度，イオンクロマ 
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Fig. 1  The Eh of the water contacted with the crushed 
rocks exposed to the atmosphere for 0, 1 and 24 h 
 
トグラフ法により SO4

2-濃度，電極法により pH および ORP を測

定した．pH の測定には標準液(pH 4.01，7.00，10.01)で較正し

た pH 電極(サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

製 Orion 8172BN)を用いた．ORP の測定には，予めキンヒ

ドロン飽和溶液で指示値の確認をした ORP 電極(Pt/Ag- 
AgCl 複合電極：Orion 9678BN)を用いた．測定した値を水

素電極基準に換算して Eh(vs. N.H.E.)を求めた．電極指示

値の再現性誤差は ± 15mV であった． 
測定の結果，浸漬液中の Fe2+濃度および HS-濃度は測定

下限値(それぞれ1.4×10-5 mol dm-3および9.3×10-6 mol dm-3)
未満であった．SO4

2-濃度は大気暴露無しの場合 8.4×10-5 
mol dm-3，1 時間暴露では 5.1×10-5 mol dm-3，24 時間暴露

では 7.0×10-5 mol dm-3と大きな変化はなかった．pH も大

気暴露時間によらずほぼ一定の値を示した．一方，Eh は

大気暴露する時間が長いほど高い値を示しており(Fig. 1)，
岩石中の一部の鉱物は大気暴露により酸化された可能性

があった．雰囲気制御グローブボックス内にも微量ではあ

るが酸素が存在するため，岩石試料は粉砕せずにディスク

状のまま収着試験に供することとした． 
 
４ バッチ式収着試験手順 

 
バッチ式収着試験における試験液の調製，反応時間な

どの諸条件は，日本原子力学会がまとめた「深地層処分の

バリア材を対象とした測定の基本手順」[17]を参考に設定

した(Table 4)．地下深部の還元的な環境を模擬するため，

濃度分析を除くすべての工程は，アルゴンガスによって酸

素濃度を 3 ppm 以下に制御した雰囲気制御グローブボッ

クス[22]内で実施した．なお，本試験では地下の還元状態

を極力維持するため岩石の粉砕を行わないこととしてお

り，学会の基本手順とは異なる手法を用いている．粉砕を

行わない場合，収着に寄与する鉱物表面積が小さいため

Kdを低く見積もるおそれがある．しかし，既往の知見に

おいて，多孔質の岩石では粒内に存在する細孔表面積も表

面積と測定されるため，粒度による影響が見られない例が

あること[23]，また，粒径により平衡に至るまでの濃度経

時変化が異なるものの，反応時間が 1～2 週間とすること

で粒度の影響が低下する[24]という知見もあることから，

試験期間を 2 週間以上とすることにより粉砕しない影響

を無視できる可能性がある．本試験では，粉砕を行わない

ことによる顕著な Kdの低下が無いことを確認するため，

まず泥岩に対する Kdの塩濃度依存の知見[9, 25, 26]がある

Cs について試験を実施し，本試験手法により既往の知見

と同様の結果が得られることを確認したうえで Se の Kd

を取得することとした． 
収着試験における対象元素の初期濃度(C0)の 1000 倍の

濃度の保存溶液をそれぞれ作製した． Cs の初期濃度(C0)
は，既往の知見[9, 25, 26]から予測した収着平衡後の Cs 濃
度が分析機器の検出下限値(7.5×10-10 mol dm-3)以上になる

ように，5×10-6 mol dm-3に設定した．Se は分析機器の検出

下限値(1×10-8 mol dm-3)が高いため，Se の初期濃度を Cs
より高い 10-5 mol dm-3のオーダーに設定した．Cs 保存溶

液は，ヨウ化セシウム(CsI)試薬 0.13 g をイオン交換水 100 
cm3に溶解して作製し，濃度を 5×10-3 mol dm-3とした．Se
保存溶液は，溶存 Se の酸化数が -II 価になるように調整

した[27, 28]．Se粉末試薬(和光純薬株式会社) 0.20 gを98 %
ヒドラジン溶液 6 cm3に溶解し，イオン交換水で希釈し全

量を 50 cm3とした．調製した溶液を 0.45 μm フィルタでろ

過して不溶残渣を取り除き，Se 保存溶液とした．紫外可

視分光光度計(日本分光社製 V-570 型)により Se 保存溶液

に溶存する Se の化学形を同定した．なお，ヒドラジンは

アンモニアと同様ルイス塩基性であるため[13]，同じくル

イス塩基性である Se(-II)への錯生成の影響はないと考え

られる．  
凍結保管されている地下水をグローブボックス内で一

昼夜放置して解凍し，0.45 μm のフィルタにてろ過して土

壌微細粒子を取り除いた．ろ過後の地下水を分取し，硝酸

ナトリウム(NaNO3)および塩化ナトリム(NaCl)試薬を所定

量加えて，Table 5 に示す組成の試験液を調製した．Se の

収着試験においては，試験液中のヒドラジン濃度が 0.2 
mol dm-3になるように 20 mol dm-3ヒドラジン溶液を試験

液に添加し，1 週間静置して Eh が-290 mV 以下になるこ

とを確認した．試験液を円柱型，ねじ込み蓋付きのポリプ

ロピレン製容器に 100 cm3分取し，Cs または Se 保存溶液

を 0.1 cm3添加した．添加後，試験液の pH および ORP を

測定した．測定は 3.3 に示した岩石の還元性維持確認試験

と同様の方法で行った．Se は難溶性元素であり，Se の初

期濃度の設定値は熱力学データ[4, 27]から計算されるイ

オン強度 0 の時の Se(cr)の溶解度と同等～1 桁程度高い値

であっため，収着試験を開始する前に試験液中の Se が安

定に溶解していることを確認した． Se 保存溶液を試験液

に添加し，1 日以上静置した後 1 cm3ずつサンプリングし， 
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Table 4  Conditions of batch sorption experiments 

項目   条件 学会標準 [17] 
固体試料 形状 円盤状（直径 50 mm，厚さ 5 mm） 粒状（<2000μm) 

実験水 大気との接触を極力避けながら 同左 試験液 
 採取された地下水  

 前処理 土壌微細粒子除去(0.45μm) 標準化しない 
 保管 冷凍保管 標準化しない 

液相 pH，Eh 初期 pH 調整， 同左  

 還元剤により還元性維持  

収着種濃度 Se: 3.4×10-5または 1.2×10-5 mol･dm-3 溶解度以下 

 Cs: 5.0×10-6 mol･dm-3  

 

液量 100 cm3 10～50 cm3 

容器 容器材質 ポリプロピレン製 同左 
 容器容量 200 cm3 標準化しない 

反応条件 固体の乾燥重量 18.3 ± 0.8 g 標準化しない 
 液固比 5.5 cm3 g-1 10 cm3 g-1 
 反応時間 

 
1 週間以上（収着種濃度に有意な経時変化

が見られなくなるまで） 
同左 
 

 振とう 一日一回ハンドシェイク 同左 
 温度 27 ± 3 ℃  25℃ 
 固液分離 0.45 μm メンブレンフィルタろ過 同左 

pH，Eh，共存イオン濃度，  分析項目 
 収着種濃度，収着種の化学形 

同左 
 

容器壁への収着 
 

ブランクテストにより収着しないことを

確認．収着する場合は，試験終了後に容器

洗浄にて収着量の補正 

同左 
 
 

繰り返し N 数 1 回 3 回 
雰囲気制御グローブボックス 酸素濃度：数 ppm試験雰囲気 

 
酸素濃度≦3ppm 以下（推奨） 

 

Table 5  Concentrations of NaNO3 and NaCl added in the 
sample solutions 

添加濃度 (mol･dm-3) 
収着種 

NaNO3 NaCl N2H4 
試験 No 

0.05 0.1 － Cs-1 
0.5 0.1 － Cs-2 
5 0.1 － Cs-3 
－ 0.1 － Cs-4 
－ 0.5 － Cs-5 

Cs+ 

－ 5 － Cs-6 
0.05 0.1 0.02 Se-1 
0.5 0.1 0.02 Se-2 
1 0.1 0.02 Se-3 
－ 0.1 0.02 Se-4 
－ 0.5 0.02 Se-5 

HSe- 

－ 1 0.02 Se-6 
 

0.45 μm のフィルタでろ過した後，誘導結合プラズマ質量

分析装置(ICP-MS, PLASMAX-2, 日本電子)により Se 濃度

を分析した．Se 濃度が低下しておらず，Se が安定に溶存

していることおよび容器壁への収着量が無視できること

を確認した．なお，Se 濃度を ICP-MS にて分析する際に次

のような処理を施した．サンプリングした試験液をグロー

ブボックス外に搬出後，直ちに 30%過酸化水素水を 1 cm3

加えた．過酸化水素水を加えた理由は，溶存している

Se(-II)を酸化させることにより Se(IV)または Se(VI)の酸溶

液中で安定な化学形とし，H2Se(g)としての揮発や Se(s)の
沈殿を防ぐためである．また，ICP-MS による Se の分析

において Ar が質量対電荷比 81.94 の 1H2
40Ar2

+の形で，さ

らに地下水中に存在する硫黄(S)が質量対電荷比 81.95 の
16O3

34S+の形で測定対象としている質量対電荷比 81.92 の

Se+に干渉するため，高分解能条件にてピークを分離し，

干渉を除いたうえで Se を分析した． 試験液に 18.3 g のデ

ィスク状岩石を投入し，1 日 1 回手振りにより試験容器を

振とうした．試験液のサンプリングは 1 週間ごとに実施し

た．試験液 1 cm3をサンプリングし 0.45 μm のフィルタで

ろ過した後，ICP-MSによりCsまたはSe濃度を分析した．
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Se 濃度の測定の際には，上述と同様の前処理を行った．

連続した 3 回のサンプルの対象元素濃度がおよそ一致す

ることにより収着平衡が確認されるまで，試験を継続した．

対象元素の添加前および収着平衡確認後に，液相の pH, Eh
を測定した．収着平衡後， ポリプロピレン製容器を 3% 硝
酸溶液にて洗浄し，洗浄液を分析することにより容器に吸

着していると考えられる対象元素の量を求めた．Se の収

着試験においては，硝酸溶液で洗浄する前に過酸化水素水

を加えて Se の揮発・沈殿を防いだ．  
 
５ 結果と考察 
 

Cs の収着試験における試験液の pH, Eh および Cs 濃度

の分析結果を Table 6 に示す．試験前後で液相の pH に大

きな変化は見られなかったが，Eh は若干上昇し-70mV 程

度の値となった．Cs の収着試験では試験液に還元剤を添

加していないため，Eh は地下水中に存在する酸化還元種

によって決定している．グローブボックスの酸素濃度 1 
ppm と平衡にある水の Eh は，式(1)より+730mV(pH8.7 の

時)と計算され，試験液の Eh よりはるかに高い値となる．

即ち，グローブボックス内にごく微量であれ酸素が存在す

る限り，試験液の若干の Eh 上昇は起こりうると考えられ

る．15 日目～37 日目の連続した 3 回の濃度測定結果がほ

ぼ一致したことから，15 日以内に収着平衡に達したと考

えられた．収着後の液相中の濃度(収着平衡濃度)は，この

期間の 3 回の濃度を統計処理[29]して決定し，95%信頼区

間の誤差を付与した．Kd を以下の様に計算した． 

Kd = (Cini Vini - Ceq V - QR) / (Ceq M)           (2)   

ここで，Cini : 保存溶液中の元素濃度 (mol dm-3)，Vini : 保
存溶液の添加量((1.000±0.006)×10-4 dm3)，Ceq : 収着平衡濃

度 (mol dm-3)，V : 試験液量 (100 cm3)，QR : 容器壁への

吸着量(mol)，M : 岩石試料の乾燥質量((1.83±0.08)×10-2 kg)
である．また，Kd への誤差の伝播 σKd は以下の式により計

算した． 

σKd = [(Vini
2σCini

2 + Cini
2σVini

2 + V2σCeq
2 + σQR

 2) / (Ceq
2M2) 

+ (M2σCeq
2 + Ceq

2σM
2)(CiniVini - CeqV - QR) 2 / (Ceq

4M4)]1/2   (3) 

ここで，σCini : 保存溶液の濃度測定に関わる誤差，σVini : 
保存溶液の分取に関わる誤差，σCeq : 収着平衡濃度の測定

に関わる誤差，σQR : 容器壁への吸着量測定に関わる誤差，

σM : 岩石試料の乾燥質量に関わる誤差である． 
得られた Cs の Kd を Table7 および Fig.2 に示す．本試験

により得られた Cs の Kd は，イオン強度に対し両対数プ

ロット上で傾き-0.6 の依存性を示した(Fig.2)．一般に

Cs は主にイオン交換性サイトへ収着すると考えられ

ており，イオン強度が高くなるに従って他の陽イオンと

競合するため Kdが低下するものと考えられている[30]．
イオン強度依存性の値が単純な静電的収着の場合に想定

される傾き-1 より低い値を示した理由として，Cs+イオン

と Na+イオンの水和特性の違いが考えられる．Cs+イオン

は Na+イオンよりも弱く水和しているためイオン半径が

小さく，より鉱物表面に近い位置に存在する[31]．一方，

より強く水和している Na+イオンは鉱物表面から離れた

 

Table 6  Cs concentration, Eh and pH of solutions with time in the Cs sorption experiments, Ceq: equilibrium Cs 
concentrations, QR: amounts of Cs adsorbed on the wall of the containers 

Cs-1 (NaNO3  0.05 mol･dm-3) Cs-2 (NaNO3  0.5 mol･dm-3) Cs-3 (NaNO3  5.0 mol･dm-3) 
日数 

pH Eh 
(mV) 

Cs 濃度 
(mol･dm-3) 

pH Eh 
(mV)

Cs 濃度 
(mol･dm-3) 

pH Eh 
(mV) 

Cs 濃度 
(mol･dm-3) 

0 8.1 -113 (5.0 ± 0.2)×10-6 8.0 -151 (5.0 ± 0.2)×10-6 8.0 -134 (5.0 ± 0.2)×10-6 
15 - - (3.7 ± 2.7)×10-7 - - (7.9 ± 2.6)×10-7 - - (2.7 ± 0.2)×10-6 
30 - - (5.8 ± 2.6)×10-7 - - (9.5 ± 2.5)×10-7 - - (2.2 ± 0.3)×10-6 
37 8.7 -78 (6.9 ± 4.4)×10-7 8.6 -75 (9.1 ± 4.3)×10-7 8.3 -61 (2.4 ± 0.5)×10-7 
Ceq (5.1 ± 1.7)×10-7 mol･dm-3 (8.8 ± 1.7)×10-7 mol･dm-3 (2.5 ± 0.2)×10-6 mol･dm-3 
QR (1.6 ± 0.1)×10-10 mol (1.1 ± 0.1)×10-10 mol (3.3 ± 0.2)×10-10 mol 

 
Cs-4 (NaCl  0.1 mol･dm-3) Cs-5 (NaCl  0.5 mol･dm-3) Cs-6 (NaCl  5.0 mol･dm-3) 

日数 
pH Eh 

(mV) 
Cs 濃度 

(mol･dm-3) 
pH Eh 

(mV)
Cs 濃度 

(mol･dm-3) 
pH Eh 

(mV) 
Cs 濃度 

(mol･dm-3) 
0 8.1 -103 (5.0 ± 0.2)×10-6 8.0 -169 (5.0 ± 0.2)×10-6 7.9 -114 (5.0 ± 0.2)×10-6 

15 - - (2.7 ± 2.8)×10-7 - - (6.1 ± 2.7)×10-7 - - (1.9 ± 0.2)×10-6 
30 - - (3.8 ± 2.7)×10-7 - - (8.1 ± 2.6)×10-7 - - (1.8 ± 0.3)×10-6 
37 8.7 -83 (4.9 ± 4.6)×10-7 8.7 -65 (9.0 ± 4.3)×10-7 8.4 -66 (1.6 ± 0.4)×10-6 
Ceq (3.5 ± 1.8)×10-7 mol･dm-3 (7.4 ± 1.7)×10-7 mol･dm-3 (1.8 ± 0.2)×10-6 mol･dm-3 
QR (6.0 ± 1.3)×10-11 mol (8.0 ± 1.4)×10-11 mol (1.1 ± 0.1)×10-10 mol 
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Table 7  Distribution coefficients of Cs for sandy mudstone  

試験 No Is [NaNO3] [NaCl] Kd log Kd 

 (mol・dm-3) (mol・dm-3) (mol・dm-3) (m3･kg-1)  

Cs-1 0.15 0.05 0.10 (4.9±1.7)×10-2 -1.31 ± 0.19 

Cs-2 0.60 0.50 0.10 (2.6±0.5)×10-2 -1.59 ± 0.10 

Cs-3 5.10 5.00 0.10 (5.5±1.0)×10-3 -2.26 ± 0.06 
Cs-4 0.10 － 0.10 (7.3±3.7)×10-2 -1.14 ± 0.31 
Cs-5 0.50 － 0.50 (3.2±0.8)×10-2 -1.50 ± 0.12 

Cs-6 5.00 － 5.00 (1.0±0.1)×10-2 -2.01 ± 0.06 
 

 
位置に存在する[31]．そのため，Cs の収着は Na との単純

な競合ではなく，より高イオン強度の条件でも Cs が選択

的に収着するサイトが存在することにより，イオン強度依

存性の傾きが -1 より小さくなったと推定される．NaCl
系で取得した泥岩に対する Cs の Kd の既往のデータ[9, 
25]においても，Kdのイオン強度依存性は傾き-1 より小さ

な値となることが示されている(Fig.2)．また，本試験で得

られた結果は，同程度の初期濃度(1×10-5 mol dm-3)で取得

された NaCl 系での泥岩に対する Cs の Kd データ[26] と
ほぼ一致している(Fig.2)．本試験では，還元性を維持す

るために粉砕しない岩石試料を用いるなど既往の研究と

は異なる手法を用いたが，本試験手法により既往の研究と

整合する結果が得られることが確認された． 
Se 保存溶液の吸収スペクトルを Fig.3 に示す．245 nm

近辺の HSe-に帰属される吸収ピーク[32]が示されており，

Se は HSe-の化学形で溶存していたことが確認された．Se
の収着試験における試験液の pH, Ehおよび Se 濃度の分析

結果を Table 8 に示す．試験前後で液相の pH に大きな変

化は見られず，Eh も-300 mV 程度を維持しており，液相

条件は安定していた．2 週目以降は Se 濃度測定結果がほ

ぼ一致したことから，2 週間で収着平衡に達したと考えら

れた．収着後の液相中の濃度(収着平衡濃度)は，2～5 週間

の 3 回の濃度を統計処理[29]して決定した(付与した誤差

は 95%の信頼区間)．なお，個々の Se 濃度測定結果に，

ICP-MS 測定の繰り返し誤差(30 %程度)よりもかなり大き

な誤差(～96 %)を付したケースがある．これは，Se 濃度が

検出下限濃度に近く，バックグラウンドとの差において相

対誤差が大きくなったためである．Se の Kd は Cs と同様

に計算した．イオン強度が約 0.1～1.0 mol dm-3の範囲にお

ける Se の log Kd (m3 kg-1)は，硝酸塩系で-1.66～-1.44，塩

水系で-1.84～-1.51 であった(Table 9)．この値は既存の Se
の Kd 値[12, 13] や本試験での Cs の Kd 値と同程度であっ

た． 
 Fig.4 は Se の Kd をイオン強度に対してプロットした

ものである．Se の Kd のイオン強度依存性は，塩の種類

によらず両対数プロット上で約-0.3 の傾きであった．本研

究で用いた砂質泥岩は，陰イオン交換容量(17 meq kg-1)を
持っているものの，試験液中の塩濃度が Se 濃度に比べ 3

桁以上高いこと，Se の Kd のイオン強度依存性は共存イオ

ンとの単純な競合の場合に想定される傾き -1 と明らかに

異なる値であったことから，Se の収着は静電的なイオン

交換によるものではないと考えられる． 
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Fig. 2  Dependencies of Kd values of Cs on ionic strength 
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Fig. 3  UV-visible spectra of the Se stock solution. The 
absorption peak of around 245 nm is attributed to HSe- ions 
in the solution 
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Fig. 4  Dependencies of Kd values of Se on ionic strength 
  
 
HSe-についての収着形態に関する研究報告は見あたら

ないが，IV 価の酸化数である亜セレン酸(SeO3
2-)の含水ア

ルミニウム酸化物への収着[33]および含水鉄酸化物への

収着[34]が内圏錯体形成によるものであるとの報告があ

る．内圏錯体形成により収着する場合，表面電位(ψ0)が強

く収着に影響する[7]．表面電位 ψ0は等電点以外ではイオ

ン強度依存性を持つため(等電点では ψ0=0 でありイオン

強度依存性は持たない)[14]，Kd のイオン強度依存性は共

存イオンとの競合に加え表面電位の変動も影響し，他の陰

イオンとの単純な競合の場合に想定される傾き-1 とはな

らない．一方，VI 価の酸化数であるセレン酸(SeO4
2-)の含

水アルミニウム酸化物や含水鉄酸化物への収着は，主に

AlOH 基や FeOH 基と外圏錯体形成をすることにより起こ

ると報告されている[33, 34]．本試験の pH(10.2～11.4)は
AlOH 基の等電点(9.5)[7]より若干高いものの，岩石表面は

部分的には正に帯電しており，陰イオンである Se の外圏

錯体形成が収着に寄与した可能性がある．また，Fukushi et 
al. (2006)[11]は SeO4

2-の FeOH 基への収着を表面錯体モデ

ルにより解析し，外圏錯体種と内圏錯体種の存在割合が

pH，イオン強度により変化することを示しており，錯生

成定数によっては，内圏および外圏錯体形成のどちらもが

Se の収着に寄与した可能性も考えられる． 
さらに，収着とはメカニズムが異なるが，鉱物への取り

込みや鉱物表面での酸化還元反応による Se(0)の沈殿生成

の可能性もある．鉱物への取り込みに関して，Xia et 
al.(2006)[15]は，天然系においては地下水中に含まれる有

機物によるSe(IV)の還元により生成したSe(0)がパイライ

ト(FeS(0)S(-II))中の S(0)と置換することが重要な収着メカ

ニズムであると報告している．また， Naveau et 
al.(2007)[36]が実施した試験でも合成パイライトへの Se 

 
Table 8  Se concentration, Eh and pH of solutions with time in the Se sorption experiments, Ceq: equilibrium Se 
concentrations, QR: amounts of Se adsorbed on the wall of the containers 

Se-1 (NaNO3  0.05 mol･dm-3) Se-2 (NaNO3  0.5 mol･dm-3) Se-3 (NaNO3  1.0 mol･dm-3) 

日数 
pH Eh 

(mV) 
Se 濃度 

(mol･dm-3) 
pH Eh 

(mV)
Se 濃度 

(mol･dm-3) 
pH Eh 

(mV) 
Se 濃度 

(mol･dm-3) 

0 10.2 -291 ( 3.4 ± 0.3 )×10-5 11.1 -318 ( 1.2 ± 0.2 )×10-5 11.0 -341 ( 1.2 ± 0.2 )×10-5 
7 - - ( 8.8 ± 4.0 )×10-6 - - ( 4.6 ± 2.3 )×10-6 - - ( 3.9 ± 2.2 )×10-6 

14 - - ( 5.0 ± 2.0 )×10-6 - - ( 3.8 ± 0.9 )×10-6 - - ( 4.2 ± 1.4 )×10-6 
21 - - ( 6.1 ± 1.7 )×10-6 - - ( 1.7 ± 0.9 )×10-6 - - ( 2.8 ± 0.7 )×10-6 
28 10.6 -333 ( 4.1 ± 1.7 )×10-6 - - - - - - 
35 - - - 11.4 -295 ( 8.4 ± 1.0 )×10-7 11.0 -297 ( 1.1 ± 0.8 )×10-6 
Ceq ( 5.1 ± 1.0 )×10-6 mol･dm-3 ( 2.2 ± 0.5 )×10-6 mol･dm-3 ( 2.3 ± 0.5 )×10-6 mol･dm-3 
QR ( 3.5 ± 0.2 )×10-8 mol ( 2.8 ± 0.3 )×10-8 mol ( 6.8 ± 1.3 )×10-9 mol 

 
Se-4 (NaCl  0.1 mol･dm-3) Se-5 (NaCl  0.5 mol･dm-3) Se-6 (NaCl  1.0 mol･dm-3) 

日数 
pH Eh 

(mV) 
Se 濃度 

(mol･dm-3) 
pH Eh 

(mV)
Se 濃度 

(mol･dm-3) 
pH Eh 

(mV) 
Se 濃度 

(mol･dm-3) 

0 11.2 -297 ( 3.4 ± 0.3 )×10-5 11.0 -302 ( 1.2 ± 0.2 )×10-5 11.0 -347 ( 1.2 ± 0.2 )×10-5 
7 - - ( 8.0 ± 4.0 )×10-6 - - ( 3.0 ± 1.8 )×10-6 - - ( 3.7 ± 2.7 )×10-6 

14 - - ( 5.0 ± 2.0 )×10-6 - - ( 2.5 ± 2.1 )×10-6 - - ( 3.0 ± 2.9 )×10-6 
21 - - ( 5.2 ± 1.7 )×10-6 - - ( 2.6 ± 0.9 )×10-6 - - ( 3.6 ± 0.9 )×10-6 
28 10.5 -352 ( 3.1 ± 1.8 )×10-6 - - - - - - 
35 - - - 10.9 -295 ( 2.0 ± 0.9 )×10-6 11.1 -290 ( 2.8 ± 0.9 )×10-6 
Ceq ( 4.4 ± 1.0 )×10-6 mol･dm-3 ( 2.3 ± 0.6 )×10-6 mol･dm-3 ( 3.2 ± 0.6 )×10-6 mol･dm-3 
QR ( 7.0 ± 1.7 )×10-9 mol ( 1.2 ± 0.1 )×10-8 mol ( 4.0 ± 1.3 )×10-9 mol 
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Table 9  Distribution coefficients of Se for sandy mudstone 

Is [NaNO3] [NaCl] Kd log Kd 
試験 No 

(mol・dm-3) (mol・dm-3) (mol・dm-3) (m3･kg-1) (m3･kg-1) 

Se-1 0.15 0.05 0.10 (3.7±1.0)×10-2 -1.44 ± 0.13 

Se-2 0.60 0.50 0.10 (2.2±0.8)×10-2 -1.65 ± 0.18 

Se-3 1.10 1.00 0.10 (2.2±0.7)×10-2 -1.66 ± 0.16 

Se-4 0.10 － 0.10 (3.1±0.7)×10-2 -1.51 ± 0.12 

Se-5 0.50 － 0.50 (2.2±0.8)×10-2 -1.66 ± 0.19 

Se-6 1.00 － 1.00 (1.5±0.5)×10-2 -1.84 ± 0.17 
 
 
の取り込みが観察されており，特に Fe2+ 溶解度の高い低

pH 領域でパイライトへの Se の取り込みが顕著となると

報告されている．本試験に用いた岩石試料の XRD 分析で

はパイライトは検出されなかった．しかし，蛍光 X 線分

析法による化学組成分析から酸化物換算して求めた硫黄

の含有率は，SO3として 2.3 %であり有意に存在すること，

および保管容器から三重袋に包装された岩石試料を取り

出した際に強い硫化水素臭があったことから，岩石中にパ

イライト等の硫化物鉱物が存在すると考えられ，本試験に

おいてもパイライト中への Se の取り込みやフェロセライ

ト(FeSe2)の沈殿が生成していた可能性がある．また，本試

験において初期 Se 濃度および収着試験後の Se 濃度は，熱

力学データから算出されるイオン強度 0 の時の Se(cr)の溶

解度以上であるため，鉱物表面での酸化によって Se(cr)沈
殿が生成した可能性も否定はできない． 
以上，Se の収着形態については複数の可能性があり，

本試験から確定するのは困難であった．より詳細な考察を

行うためには Kdの pH 依存性や Se 濃度依存性のデータが

必要であると考えられる．今後，還元環境における Se の

収着メカニズムを解明することが望まれる． 
 
６ 結論 

 
セレン(Se)について，処分場周辺の岩盤に硝酸塩や塩水

が浸入し処分環境が変化した場合の収着性の変動を定量

的に評価するために，NaNO3および NaCl 濃度をパラメー

タとしたバッチ式収着試験を行い，Se の Kdに対する硝酸

塩影響および塩水影響を調べた．Se 保存溶液中の Se の化

学形が，処分場の還元環境で安定な化学形 HSe-であるこ

とを紫外可視分光スペクトルにより確認した後，Se 保存

溶液を収着試験液に添加した． 
硝酸塩及び塩水環境として塩濃度範囲をそれぞれ 0.05

～1.0 mol dm-3, 0.1～1.0 mol dm-3とした場合の砂質泥岩に

対する Se の log Kd (m3 kg-1)は，硝酸塩系で-1.66～-1.44，
塩水系で-1.84～-1.51 であった．この値は既存の Se の Kd 
値および本試験での Cs の Kd 値同程度であった．また，

Se の Kd はイオン強度の上昇に伴い低下する傾向が見ら

れ，その傾きは両対数プロット上で約 -0.3 であった．本

研究では Se の収着機構の解明には至らなかったが，共存

イオンとの単純な競合の場合に想定される傾き -1 と明ら

かに異なる値であったことから，表面錯生成や鉱物への取

り込み等の特異的な収着であることが示唆された．より詳

細に収着形態を考察するためには，Kdの pH 依存性および

Se 濃度依存性データが必要である．  
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