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浅地中環境下におけるウラン系列核種の分配係数測定(Ⅰ) 
 

 
 

石井友章１ 稲川聡２ 軍司康義１ 坂本義昭３ 武部慎一４ 小川弘道３ 佐々木朋三５ 

ウラン廃棄物の浅地中処分の安全評価に必要となるウラン系列核種（鉛，ラジウム，アクチニウム，トリウム，プロ

トアクチニウム，ウラン）の分配係数を通気層環境および帯水層環境で求めた．通気層環境としてはローム等の 4 種類

の土と雨水の組み合わせ，帯水層環境としては砂等の３種類の土・岩石と地下水の組み合わせで，各元素の分配係数を

バッチ法により測定した．通気層環境と帯水層環境での分配係数を比べると，アクチニウム以外の元素で通気層環境で

の分配係数が帯水層環境よりも 10 倍～100 倍大きい値が得られた．また，土の代表的な物性値である陽イオン交換容

量(CEC)および比表面積と各元素の分配係数の関係を求めた結果，鉛，ラジウム，プロトアクチニウムについては，こ

れらの物性値と分配係数に相関がおおむね認められた． 
Keywords：ウラン廃棄物，分配係数，浅地中処分，通気層環境，帯水層環境，鉛，ラジウム，アクチニウム，トリウム，プロトア

クチニウム，ウラン 
 
Distribution coefficients of Uranium series radionuclides such as Pb, Ra, Ac,Th, Pa as well as U were obtained under 

aerated zone and aquifer environments in order to have a database for the safety evaluation of shallow land disposal of uranium 
bearing waste. The distribution coefficients of them on four kinds of soil such as the loam in the rain water as for aerated zone 
environment and on three kinds of soil and rock such as the sand in the groundwater as for the aquifer environment have been 
measured by the batch method. The distribution coefficients in aerated zone environment were one or two orders of magnitude 
higher than those in the aquifer environment except Ac. There was an approximate linear relationship between the representative 
physical properties of the soil, such as the cation exchange capacity and the specific surface area, and the distribution coefficient of 
lead, radium and protactinium. 
Keywords：uranium bearing waste, distribution coefficient, shallow land disposal, aerated zone environment, aquifer 
environment, lead, radium, actinium, thorium, protactinium, uranium 
 
 

1 .緒言 

 

ウランの製錬，転換，濃縮，再転換，成型加工の各施

設から発生する放射性廃棄物（以下，「ウラン廃棄物」と

記す）の処分に関しては，平成 6 年 6 月に「ウラン濃度

が比較的低い大部分の廃棄物については，段階管理を伴

わない簡易な方法による浅地中処分を行うことが可能」

と「原子力の研究，開発および利用に関する長期計画」

[1]の中に指針が示されており，平成 12 年 12 月にはウラ

ン廃棄物の処分方策として原子力委員会原子力バックエ

ンド対策専門部会により「ウラン廃棄物処理処分の基本

的考え方について」が示された[2]．これらの方針を受け

てウラン廃棄物の浅地中処分システムに関する研究を実

施している[3-6]． 
放射性廃棄物の処分にかかわる安全評価では種々のパ

ラメータが用いられているが，放射性核種の地中の移行

速度に関する重要なパラメータとしては分配係数が用い

られている．しかし，分配係数は固相や液相特性により

大きく変化するため，安全評価では処分場環境や移行経

路の環境を考慮した分配係数を用いる必要がある． 
ウラン廃棄物に含まれる主な放射性核種は U-234，

U-235 および U-238 の 3 種類である．これらの核種から

は Fig.1 に示すように長期にわたり多種の娘核種を生成

する．このため，ウラン廃棄物の埋設処分に関する安全

評価では，ウランだけでなくその娘核種の分配係数も必

要になる．報告されているウランの分配係数の測定例は

多くあるが，対象としている土，岩石および液相試験条

件により非常に幅広い範囲の値が報告されている[7－
15]．例えば IAEA TRS 364 に示されているウランの分配

係数の範囲は砂で 5.5×10-5～2.0×101(m3/kg)，ロームで

1.7×10-5～9.0×100(m3/kg)と約 6 桁の範囲が示されてい

る[13]．しかし IAEA TRS 364 の分配係数は異なる試験条

件で求めた分配係数をまとめたものであり，この分配係

数を評価に用いることは適切ではない．また，ウランの

娘核種を用いた測定事例や浅地中での核種挙動を想定し

た測定事例も少ない[12-19]．そこで我が国の浅地中環境

条件下でのウラン系列核種の分配係数を同一の試験条件

で系統的に測定する必要性がある．  
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想定される浅地中埋設処分場から漏洩した放射性核種

の移行経路を Fig.2 に示す．処分場では通気層環境を構

成する固相成分(以下，「通気層土」と記す)に廃棄物が埋

設されており，廃棄物から漏洩した放射性核種は通気層

中を通って帯水層を地下水とともに移行する．このよう

な移行経路を想定した場合，処分場からの核種漏洩量評

価と地下水経路での核種挙動評価で分配係数を用いるが，
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Fig. 1 Decay chains for U-238, U-234 and U-235

両者では環境条件が異なるため，それぞれの環境に適し

た分配係数を定める必要がある．浅地中埋設処分場周辺

の通気層環境では，通気層土に雨水が浸透して放射性核

種が移行すると考えられる．地下水経路周辺の帯水層環

境では，帯水層環境を構成する固相成分(以下，「帯水層

土」と記す)と地下水との間で放射性核種が平衡状態にな

っていると考えられる．そこで，本研究ではウラン系列

核種(鉛，ラジウム，アクチニウム，トリウム，プロトア

クチニウムおよびウランの 6 種類)の分配係数測定を，日

本国内で採取した土の中から通気層環境での放射性核種

挙動を想定した雨水を模擬した溶液(以下「模擬雨水」と

記す)と通気層土を，帯水層環境での放射性核種挙動を想

定した地下水と帯水層土を数種類の組み合わせで設定し，

バッチ法により同一の試験条件，試験方法で測定を行い，

系統的に比較が可能な分配係数を求めた．また，得られ

た分配係数について土の物性値との関係を調べ，両者の

環境条件の違いによる分配係数の差について検討を行っ

た． 
 
2 試験試料 

 
2.1 土試料 

日本国内の 5 地点(ＡからＥ)で採取した土のうち，通

気層土としては，ローム(Ⅰ)，ローム(Ⅱ)，赤色土，黄色

土の 4 種類，帯水層土としては，砂(Ⅰ)，砂(Ⅱ)，凝灰岩

の 3 種類を選択し試験に用いた．土は採取後風乾し，土

および砂は 2mm 以上の礫を取り除き，凝灰岩は粉砕し

250μm～500μm の粒度にふるい分けて調整したものを

試験に供した．各土の物理化学特性を Table1 に示す．各

土の特徴としては，比表面積はローム(Ⅰ)が最も大きく，

通気層土の方が帯水層土と比較して大きい．土の pH[20]
は赤色土が最も低く，通気層土の方が帯水層土より低い．

陽イオン交換容量(CEC)は通気層土の方が帯水層土より

2～3 倍程度大きい値を示した． 
 

Fi Di l f ilit d i (C t d )

降雨 

浸出 
収着 

浸透 

帯水層環境 
地下水 収着 

  通気層環境 

2.2 液相試料 

通気層環境の液相としては雨水が想定されることから，

本研究ではこの雨水を模擬するため脱イオン水を大気中

に 24 時間以上さらしたものを模擬雨水として用いた．帯

水層環境の液相としては地下水が想定されることから砂

(Ⅰ)の採取場所で採取した湧水または凝灰岩の下層部を

流れている地下水を模擬した模擬地下水を 0.45μｍメン

ブランフィルタでろ過して用いた．用いた液相試料の特

性を Table2 に示す．各液相試料の特徴としては，pH は  

井戸，河川へ

Fig.2 Supposed translation route of radionuclides 
from shallow land disposal site. 
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試 料 
採取 

地点 

比表面積

(m2/g) 

CEC 

(meq/100

 ローム(Ⅰ) Ａ 99.5 15.6 

 ローム(Ⅱ) Ｂ 43.9 13.5 

 赤色土  Ｃ 65.9 17.6 

 黄色土  Ｄ 26.0 10.7 

 砂(Ⅰ)  Ａ 6.3 4.3 

 砂(Ⅱ)  Ｅ 20.9 3.0 

 凝灰岩  Ｅ 20.8 5.7 

試 料 pH 全 炭 素
(mg/l) 

有機体

炭 素
(mg/l) 

炭 酸
(mg/

模擬雨水 5.9 0.7 － 0
模擬地下水 7.0 6.8 <0.1  22
湧水 8.2 24.4 1.9  82

模擬雨水で 5.9，模擬地下水で 7.0，湧水

共存元素濃度に関しては，模擬雨水＜

の順番で高かった． 
 
3 分配係数測定試験 

 
3.1 溶液試料の調整 

試験に用いたウラン系列核種 6 種類

クチニウム，トリウム，プロトアクチ

ン)は，Table 2 に示した地下水組成に

であることを地球化学計算コード

Equilibrium with Species and Surface)[2
ータ[22]を用いて確認し，その結果を

で調整した． 
鉛：硝酸鉛を溶解して鉛溶液を作成し

(模擬地下水)で希釈した．  
ラジウム：Ra-226 溶液(5.3×10-6mol/l，
模擬雨水や湧水(模擬地下水)で希釈した

アクチニウム：Ac-227 溶液(6.9×10-8m
を模擬雨水や湧水(模擬地下水)で希釈し

トリウム：硝酸トリウムを溶解してト

し，模擬雨水や湧水(模擬地下水)で希釈

プロトアクチニウム：Np-237 溶液（1.0

 

Table1 Physico-chemical properties of soils. 

組 成 (wt%) 

g) 

pH  

(H2O) SiO2 Na2O K2O CaO  Al2O3 *FeTotal  P204 
主要な粘土鉱物

5.7 79.7 0.06 0.17 0.22 11.70 5.35 <0.01  ｶｵﾘﾅｲﾄ,ﾊﾛｲｻｲﾄ 

6.0 50.7 0.31 0.17 0.50 9.48 5.39 0.03  ｶｵﾘﾅｲﾄ,ｽﾒｸﾀｲﾄ 

4.6 33.8 <0.1 <0.1 <0.1 14.60 11.70 0.07  ｶｵﾘﾅｲﾄ 

5.5 57.8 1.27 0.07 0.64 7.35 5.44 0.03  ﾊﾞｰﾐｭﾗｲﾄ,ﾊﾛｲｻｲﾄ

7.5 86.2 0.30 0.24 0.97 5.69 2.34 <0.01  ｶｵﾘﾅｲﾄ,ｽﾒｸﾀｲﾄ 

7.2 68.1 0.29 0.14 － 7.30 1.75 0.02  ｶｵﾘﾅｲﾄ 

8.0 58.6 0.52 0.40 － 6.69 2.95 0.02  緑泥石 

*FeTotal ；酸化鉄(Ⅱ)と酸化鉄(Ⅲ)の合計
l) 
M

.9  

.8 2

.4 1

で

模擬

(鉛，

ニウ

おい

CH
1]お
もと

，模

0.5
．

ol/l，
た

リウ

し

×10
Table2 Chemical properties of liquids. 

共 存 元 素  (mg/l) 

g2+ Ca2+ Na+ K+ Al3+ *FeTotal SiO2 P204
2-  SO４

2-  Cl－ HCO３
－

<0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 <0.10 <0.5 <0.5 <0.2 <0.1 0.2  
.55  3.31 10.6 1.12 0.59  0.25  4.83 <0.5 2.5  16.0 25.7  
3.9  31.1 24.9 1.55 <0.20 0.64  23.4 <0.7 60.3  29.5 110.0  

*FeTotal ；酸化鉄(Ⅱ)と酸化鉄(Ⅲ)の合計 
8.2 であった． 
地下水＜湧水

ラジウム，ア

ムおよびウラ

て溶解度以下

ESS(CHemical 
よび熱力学デ

に以下の方法

擬雨水や湧水

M 塩酸溶液)を
 
1M 塩酸溶液)
． 
ム溶液を作成

た． 
-3mol/l，1M 硝

酸溶液）からシリカゲルを用いて Np-237 を分離し，

Np-237と放射平衡にある Pa-233を 2.3×10-11mol/l含む原

液を作製し，模擬雨水や湧水(模擬地下水)で希釈した． 
ウラン：天然ウラン(U３O８)を溶解して硝酸ウラニル溶液

を作成し，模擬雨水や湧水(模擬地下水)で希釈した． 
分配係数は元素ごとに 3 種類の初期濃度の液を用いて

測定した．Table3 に試験で用いた各元素の初期濃度を示

す． 
 
3.2 試験条件 

分配係数はバッチ法により測定した．試験フローを

Fig.3 に，測定条件を以下に示す． 
①固液比：各元素に対する固液比は，平衡時液相中の濃

度と検出器の下限値を考慮して，ウランは 5g/50ml また

は 1g/100ml，トリウムは 1g/50ml または 1g/100ml、鉛は

5g/50ml または 1g/100ml，ラジウム，アクチニウムおよ

びプロトアクチニウムは 0.8g/8ml または 0.3g/30ml とし

た．  
②温度：15℃． 
③振とう条件：振とう器による常時 50 回/分の振とうを

行う一方，ハンドシェイクを約１回/日行った． 
④期間：14 日間． 
⑤固液分離：0.45μm メンブランフィルタで固液分離を
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行った． 
分配係数は，初期濃度と平衡時液相中濃度を用いて，以

下の式で算出した．平衡時液相中濃度は，0.45μm のメ

ンブランフィルタでろ過した液相中の元素濃度を用いた． 
       
Kd = ――――― × ―― (1) 
                      
   Kd:分配係数(m3/kg) 
   Co:初期濃度(mol/l) 
   C :収着試験の平衡時液相中濃度(mol/l) 
   V :溶液体積(m3) 
   W :固相重量(kg) 
なお，収着試験終了後に容器壁を 1M 硝酸で洗浄して

容器への収着量を測定した結果，各元素とも投入量の

5％以下と小さかっため，容器への収着量の補正は行わな

かった． 
 
3.3 液相中元素濃度の分析方法 

鉛，トリウムおよびウランは ICP-MS（Perkin Elmer 
ELAN 6100DRC）を用いて液相中元素濃度を測定した．

ラジウム，アクチニウムおよびプロトアクチニウムは液

体シンチレーションカウンタ(Packard Tri-curve 2000) を
用いて液相中の放射能濃度を測定した．有機シンチレー

タは ULTIMA AB と ULTIMA F の混合液を用いた．放射

能濃度測定では，各核種の特性を考慮して以下のように

行った． 
ラジウムの測定では，娘核種(Rn-222)との放射平衡を

考慮して分析液採取後 10 日以降に測定を行い，α/β弁

別機構によりα線とβ線を分離して Ra-226 の全α線を

求めた． 

Table3 Test concentration of distribution coefficients. 

 初期濃度(mol/l) 
試 料 

No.1 No.2 No.3 
備     考 

鉛 9.7×10-7 4.9×10-6 9.7×10‐6 和光ケミカル製硝酸鉛 
ラジウム 6.0×10-10 1.2×10-9 2.4×10-9 Ra-226溶液(5.3×10-6mol/l，0.5M塩酸溶液) 
アクチニウム 3.0×10-13 7.0×10-13 1.4×10-12 Ac-227溶液(6.9×10-8mol/l，1M塩酸溶液) 
トリウム 8.6×10-8 4.3×10-7 8.6×10-7 Fluka Chemie AG.製硝酸トリウム 
プロトアクチニウム 3.0×10-14 6.0×10-14 1.1×10-13 CEA製Np-237溶液（1.0×10-3mol/l，1M 硝酸溶液）

ウラン 8.4×10-6 4.2×10-5 8.4×10-5 天然ウラン(U３O８粉末) 

アクチニウムの測定では，Ac-227 の全β線を測定する

ことにより求めた．  
プロトアクチニウムの測定では，Pa-223 の全β線を測

定した後に半減期補正を行って実験開始時の値を算出し

た． 
 
4 結果および考察 

土試料

試験液：元素を以下の溶液に溶解
 　　　して作成

　　1) 模擬雨水
　  2) 湧水(模擬地下水)

ポリプロピレン
or

テフロン容器

14日間

0.45μｍフィ
ルタ(シリンジ
式、遠心式)で
採取

液相中元素
濃度測定

(ICP-MS or 液シン)

分配係数
を算出

・振とう
　機械振とう；50回/分
　ハンドシェイク；1回/日

15℃

固液比

1g：50ml
or

or

5g：50ml

0.8g：8ml
or

1g：100ml

or
0.3g：30ml

 Fig. 3 Flow diagram for the procedure of the batch sorption
experimentation. 4.1 各元素の分配係数 

土試料7種類(通気層土4種類(ローム(Ⅰ)，ローム(Ⅱ)，赤

色土，黄色土)，帯水層土3種類(砂(Ⅰ)，砂(Ⅱ)，凝灰岩))，
液試料2種類(模擬雨水,湧水(模擬地下水))を用いてウラン

系列核種6種類の分配係数を測定した．各条件での測定結

果をまとめたものをTable4に示す．表に示した分配係数の

計算方法および表示方法を以下に示す． (Co – C)        V 
C           W ・分配係数は試験条件ごとに3種類の初期濃度で3回繰り返

し，最大9点の測定結果を平均した． 
・試験液相中の元素濃度が検出限界未満となった場合の分

配係数は， 
① 検出下限値以上の値が3点以上；検出限界未満の値は

省いて平均した． 
② 検出下限値以上の値が2点以下；初期濃度中央値と検

出下限値を用いて算出し不等号を付けた． 
本研究で得られた元素ごとの分配係数は，鉛が1～5×

102(m3/kg)，ラジウムが3×10-1～2×102(m3/kg)，アクチニウ

ムが9×10-1～1×102(m3/kg)，トリウムが6×10-2～9×
101(m3/kg)，プロトアクチニウムが5×10-1～5×101(m3/kg)，
ウランが3×10-2～2×102(m3/kg)であった．元素ごとの分配

係数を比較すると通気層土および帯水層土とも鉛の分配

係数が大きな値を示し，続いて通気層土ではラジウムが大

きな値を，帯水層土ではアクチニウムが大きな値を示した．

ウランは，ローム(Ⅰ)－模擬雨水の分配係数が大きな値を

示すが，他の条件では他の元素より小さな分配係数を示す

ことがわかった． 
通気層環境（ローム(Ⅰ)，ローム(Ⅱ)，赤色土，黄色土－

模擬雨水）および帯水層環境（砂(Ⅰ)－湧水，砂(Ⅱ)，凝灰

岩－模擬地下水）での各元素の分配係数をFig.4に示す．鉛，
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Table4 Disribution coefficients of Pb, Ra, Ac, Th, Pa and U. 

核

種 土種類 液相種類
平衡時 
液相 
pH 

分配係数 (m /kg) 3 核

種
土種類 液相種類

平衡時 
液相 
pH 

分配係数 (m /kg) 3

ローム(Ⅰ) 模擬雨水 6.2 ( 1.7 ± 0.2 ) ×102 ローム(Ⅰ) 模擬雨水 6.4 ( 7.5 ±4.2 ) ×100 

 湧水 6.9 ( 3.6 ± 1.1 ) ×102  湧水 7.2 ( 3.4 ±1.3 ) ×101 

ローム(Ⅱ) 模擬雨水 5.8 ( 7.6 ± 4.2 ) ×101 ローム(Ⅱ) 模擬雨水 6.1 ( >9.3 ± － ) ×101 

 湧水 7.1 ( 1.4 ± 0.5 ) ×10  2  湧水 
) ×10  2 赤色土 模擬雨水 4.6 ( >9.3 ± － ) ×101 

 湧水 6.9 ( >5.2 ± － ) ×10  2  湧水 6.7 ( >9.3 ± － ) ×101 

黄色土 模擬雨水 6.1 ( 9.3 ± 2.4 ) ×10  1 黄色土 模擬雨水 5.9 ( 2.9 ±2.8 ) ×101 

 湧水 7.3 ( 2.7 ± 1.0 ) ×10  2  湧水 7.3 ( 1.1 ±0.9 ) ×101 

砂(Ⅰ) 模擬雨水 6.8 ( 1.9 ± 1.3 ) ×10  1 砂(Ⅰ) 模擬雨水 7.1 ( 1.8 ±1.3 ) ×10-1

 湧水 8.1 ( 1.4 ± 0.7 ) ×10  1  湧水 8.2 ( 1.6 ±1.0 ) ×101 

砂(Ⅱ) 模擬雨水 7.1 ( 1.1 ± 0.5 ) ×10  0 砂(Ⅱ) 模擬雨水 6.9 ( 1.7 ±0.7 ) ×100 

 模擬地下水 7.3 ( 2.6 ± 1.0 ) ×10  1  模擬地下水 7.3 ( 3.0 ±2.0 ) ×100 

凝灰岩 模擬雨水 7.5 ( 2.6 ± 1.4 ) ×10  1 凝灰岩 模擬雨水 7.2 ( 6.1 ±3.4 ) ×10-2

鉛 

 模擬地下水 7.6 ( 5.3 ± 1.8 ) ×10  1

ト

リ

ウ

ム

 模擬地下水 7.6 ( 3.4 ±1.6 ) ×10-1

ローム(Ⅰ) 模擬雨水 6.2 ( 5.3 ± 2.0 ) ×10  1 ローム(Ⅰ) 模擬雨水 5.8 ( 7.2 ±4.2 ) ×100 

 湧水 7.3 ( 4.9 ± 1.7 ) ×10  1  湧水 6.2 ( 5.2 ±5.1 ) ×101 

ローム(Ⅱ) 模擬雨水 6.0 ( 1.9 ± 0.7 ) ×10  2 ローム(Ⅱ) 模擬雨水 7.1 ( 3.0 ±3.5 ) ×100 

 湧水 7.3 ( 7.4 ± 4.7 ) ×10  1  湧水 7.6 ( 1.3 ±1.2 ) ×101 

赤色土 模擬雨水 4.9 ( 3.7 ± 1.5 ) ×10  1 赤色土 模擬雨水 5.4 ( 2.7 ±3.1 ) ×101 

 湧水 5.9 ( 1.5 ± 0.5 ) ×10  1  湧水 7.3 ( 2.0 ±2.7 ) ×101 

黄色土 模擬雨水 6.5 ( 2.1 ± 1.8 ) ×10  1 黄色土 模擬雨水 6.9 ( 2.7 ±4.7 ) ×100 

 湧水 7.1 ( 4.5 ± 4.1 ) ×10  1  湧水 7.9 ( 2.4 ±1.7 ) ×101 

砂(Ⅰ) 模擬雨水 6.8 ( 3.8 ± 1.0 ) ×10-1 砂(Ⅰ) 模擬雨水 7.7 ( 5.5 ±1.1 ) ×10
8.4 ( 4.3 ±2.8 ) ×100 

砂(Ⅱ) 模擬雨水 6.9 ( 2.5 ± 1.2 ) ×10-1 砂(Ⅱ) 模擬雨水 8.4 ( 4.5 ±2.4 ) ×10-1

 模擬地下水 7.2 ( 6.5 ± 2.8 ) ×10-1  模擬地下水 8.3 ( 6.9 ±3.5 ) ×10-1

凝灰岩 模擬雨水 7.7 ( 5.9 ± 1.9 ) ×10-1 凝灰岩 模擬雨水 8.1 ( 1.6 ±1.1 ) ×100 

ラ

ジ

ウ

ム 

 模擬地下水 7.9 ( 5.0 ± 4.8 ) ×100 

プ

ロ

ト

ア

ク

チ

ニ

ウ

ム

 模擬地下水 8.2 ( 4.1 ±5.8 ) ×100 

ローム(Ⅰ) 模擬雨水 5.2 ( 2.9 ± 0.7 ) ×100 ローム(Ⅰ) 模擬雨水 7.0 ( 1.8 ±1.2 ) ×102 

 湧水 7.1 ( 5.8 ± 5.5 ) ×100  湧水 6.8 ( 2.1 ±0.8 ) ×100 

ローム(Ⅱ) 模擬雨水 5.2 ( 2.4 ± 3.4 ) ×100 ローム(Ⅱ) 模擬雨水 4.6 ( 2.0 ±6.5 ) ×100 

 湧水 7.1 ( 1.6 ± 0.5 ) ×101  湧水 6.5 ( 4.6 ±2.9 ) ×100 

赤色土 模擬雨水 4.4 ( 1.4 ± 0.9 ) ×100 赤色土 模擬雨水 4.2 ( 2.0 ±2.4 ) ×10-1

 湧水 4.8 ( 8.8 ± 1.3 ) ×10-1  湧水 5.6 ( 1.9 ±1.8 ) ×100 

黄色土 模擬雨水 5.3 ( 6.9 ± 5.7 ) ×100 黄色土 模擬雨水 4.1 ( 4.4 ±6.5 ) ×100 

 湧水 6.5 ( 5.9 ± 2.7 ) ×100  湧水 6.7 ( 4.6 ±0.6 ) ×10-1

砂(Ⅰ) 模擬雨水 4.3 ( 4.1 ± 2.9 ) ×100 砂(Ⅰ) 模擬雨水 6.4 ( 2.5 ±1.0 ) ×100 

 湧水 7.9 ( 7.4 ± 5.7 ) ×100  湧水 7.2 ( 3.2 ±0.9 ) ×10-2

砂(Ⅱ) 模擬雨水 6.6 ( >1.0 ± － ) ×102 砂(Ⅱ) 模擬雨水 6.6 ( 2.4 ±1.3 ) ×100 

 模擬地下水 6.7 ( 1.1 ± 2.0 ) ×101  模擬地下水 5.8 ( 1.9 ±1.4 ) ×10-1

凝灰岩 模擬雨水 6.9 ( 3.5 ± 1.1 ) ×100 凝灰岩 模擬雨水 7.4 ( 5.8 ±2.5 ) ×10-1

ア

ク

チ

ニ

ウ

ム 

 模擬地下水 7.3 ( 1.8 ± 3.8 ) ×10  1

ウ

ラ

ン

 模擬地下水 7.4 ( 1.1 ±0.4 ) ×10-1

分配係数は試験条件ごとに3種類の初期濃度で3回繰り返し，最大9点の測定結果を平均した． 
試験液相中の核種濃度が検出限界未満となった場合の分配係数は， 
 ・検出下限値以上の値が3点以上；検出限界未満の値は省いて平均した． 
 ・検出下限値以上の値が2点以下；初期濃度中央値と検出下限値を用いて算出し不等号を付けた． 

8.4 

-1

( 5.0 ±2.6 ) 

 湧水 7.9 

×101 

( 1.9 ±

赤色土 

×

模擬雨水 

10  

5.2 

0

( >5.2 ±

 

－

湧水 0.7 )
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Fig.4 Distribution coefficients of each elements under aerated zone environment and aquifer 
envioronment. 

ラジウム，トリウム，プロトアクチニウムおよびウランの

分配係数は通気層環境のほうが帯水層環境より大きな値

を示す傾向が見られたが，アクチニウムは他の元素とは異

なり帯水層環境が通気層環境より大きくなる傾向が見ら

れた．武部の研究結果でも通気層土の分配係数は帯水層土

の分配係数と比較して大きな値を取ることが報告されて 
おり[12]，このことから、アクチニウムを除くウラン系

列核種の分配係数は，帯水層環境より通気層環境のほうが

大きいと推測される． 
 
4.2 土の物性値との関係 

Table4に示す分配係数について土のCEC，比表面積との

関係を調べた．土のCECとの関係をFig.5に，比表面積との

関係をFig.6に示す．鉛，ラジウムおよびプロトアクチニウ

ムの分配係数とCECおよび比表面積との間に正の相関が

見られた．また，トリウムについても多少の相関が見られ

た．Table1に示すようにCECおよび比表面積は通気層土が

帯水層土よりも大きく，4.1で示した通気層環境のほうが帯

水層環境より分配係数が大きい結果となったのは，CECの
ような陽イオンの収着に関する土の物性値の違いを反映

しているためと推定される． 
アクチニウムとウランの分配係数はCECや比表面積と

の間に相関は認められなかった．本研究は，通気層環境と

帯水層環境を模擬しており，両環境の間でpHや液相中共存

元素に大きな差が見られる．液相は固相の緩衝効果により

液相特性が変化するが，Table3の平衡時液相pHは0.5～1.0
程度湧水のほうが大きい結果が得られていることから，平

衡時の液相特性は通気層環境と帯水層環境で異なると予

想される．今回対象とした元素のうちウランは液相中でさ

まざまな化学形態で存在し，化学形の存在割合は液相特性

に大きく依存することが知られている[23,24]．また，ウラ

ンは分配係数についてもpHで大きく変化することが知ら

れている．Idemitsuらの報告[11]では，ウランの分配係数は

中性領域でピークを示しており，pHが酸性側になると1/10
以下に低下する．本研究でも酸性から中性の領域(pH4～7)
ではpHが上昇すると分配係数が大きくなる傾向が得られ

た．Table4に示すようにアクチニウムはすべての条件では

ないがpHの上昇にともない分配係数が大きくなる傾向が

認められた．これらのことからFig.5,6に示すように土の物

性値とアクチニウムおよびウランの分配係数に相関が認

められなかったのは，液相条件の違い(pH等)の影響が大き

いためであると推定される[25]． 
 
5 結言 

 
日本国内で採取した土試料7種類(通気層土4種類(ローム

(Ⅰ)，ローム(Ⅱ)，赤色土，黄色土)，帯水層土3種類(砂(Ⅰ)，
砂(Ⅱ)，凝灰岩))，液試料2種類(模擬雨水,湧水(模擬地下水))
を用い，同一試験条件，同一試験方法でウラン系列核種6
種類の分配係数を測定し，系統的に比較が可能なウラン系

列核種の分配係数を求めた． 
環境の違いによる分配係数の比較ではアクチニウム以

外の元素では通気層環境のほうが帯水層環境と比較して

大きい傾向が得られた．アクチニウムの分配係数は帯水層

環境のほうが通気層環境と比較して大きい傾向が得られ

た． 
分配係数と土のCECおよび比表面積との関係を調べた

結果，鉛，ラジウムおよびプロトアクチニウムはCECおよ

び比表面積と正の相関が観察され，また，トリウムについ

ても若干の相関が見られた．通気層環境が帯水層環境より

も分配係数が大きいのはこのような土の物性値の違いを

反映したものであると推測した．しかし，アクチニウムと

ウランはこれら物性値との相関が認められず，土の物理化

学特性よりも液相条件，例えばpH等の影響により分配係数

に違いが生じることを推測した． 
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Fig.5 Correlation between CEC and disribution coefficients. 
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Fig.6 Correlation between specific surface area and distribution coefficients. 
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