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講演再録

微生物が地下の酸化還元環境形成に及ぼす影響
天野由記*1 岩月輝希*2 井岡聖一郎*1,3 笹尾英嗣*1,4
微生物は地下の酸化還元環境の形成および維持にどのような影響を及ぼすのだろうか？日本原子力研究開発機構では，
「水-岩石(有機物)-微生物」システムにおいて微生物を考慮に入れた岩盤の酸化還元緩衝能力の評価を試みている．本報
告では，微生物影響の評価のために実施した天然環境調査の結果を紹介するとともに，今後の課題を示した．
Keywor ds: 高レベル放射性廃棄物処分，酸化還元緩衝能力，「水-岩石(有機物)-微生物」相互作用，微生物，酸素消費
How would microbial production of reduced compounds contribute to keep the repository host rock reduced? Japan Atomic
Energy Agency (JAEA) has studied redox buffer capacity of the water-rock (organics)-microbes interaction. In this paper, the results
of water-rock (organics)-microbes interaction in the subsurface environment around Tono area to assess microbial effect on redox
condition were presented.
Keywor ds: geological disposal of high-level radioactive waste, redox buffer capacity, water-rock-microbes interaction,
microor ganisms, oxygen consumption

１ はじめに

設・操業から閉鎖まで，(2)閉鎖直後から建設に伴う環境
攪乱が岩盤の元来有している水理学的，化学的回復能力

高レベル放射性廃棄物の地層処分では，ガラス固化体を

(本研究では酸化還元緩衝能力と呼ぶ)によって定常状態

封入するオーバーパックの健全性の維持やオーバーパッ

に達するまで，(3)定常状態に達した以降(隆起・沈降・侵

クの破損後，地下水と接した放射性核種の溶解度を低く抑

食，気候・海水準変動など数万年オーダーの天然現象を考

える観点から，処分場周辺が長期にわたって還元環境にあ

慮する必要のある時間スケール)に区分して，微生物が関

ることが望ましいと考えられている．このような，地下深

わる酸化還元プロセスについて予察した．なお，ここでい

部における還元環境の形成に関わるプロセスやメカニズ

う酸化還元緩衝能力とは，岩盤の酸化還元状態を一定の範

ムに関する研究では，有機物や鉄，硫黄などを含む化学種

囲内に保つ能力のことを指し，その能力は地質・水理学的

の酸化還元反応が還元環境の形成に重要な役割を果たす

条件，岩盤が有する酸化還元反応に関わる物質量，水-鉱

ことが報告されている[1-8]．一方，近年の研究により，地

物反応速度，地下微生物の存在量・種・活性等に依存する

下深部には地上と同レベルの微生物量が存在するとの見

ものと考えられる．

積もりがあり[9]，これらの微生物が酸化還元反応時の触
媒としての役割を果たす可能性も示唆されている[10-12].

2.1 処分場の建設・操業〜閉鎖までの微生物による酸化還

本報告では，地層処分事業の各段階において，微生物

元プロセス

が酸化還元状態の形成・維持に及ぼす影響について考察し

処分場の建設時には，坑道掘削にともなって坑道周辺に

た.

大気中の酸素がもたらされることにより，それまで還元環
境下で形成されていた嫌気性細菌(酸素を呼吸に用いない

２ 地層処分場において想定される微生物活動

菌)を主とした地下微生物生態系が攪乱を受けると予想さ
れる．酸素は多くの微生物にとって最もエネルギー効率の

地層処分場周辺において微生物が関わる現象は，人工バ

良い電子受容体であり，地下環境にも酸素によって増殖が

リアや天然バリアおよびその中間的領域など，場所や時間
スケールによって様々な現象に分けられるため，ここでは，
酸化還元状態の変化を時間軸毎に，主に(1)処分場の建

活性化される微生物が数多く存在していることがわかっ
ている[13, 14]．これらは通性嫌気性菌と呼ばれ，酸素の
ない環境下では硝酸イオンなどを用いて増殖することが
できるが，酸素を用いた呼吸の方がエネルギーをより多く
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獲得できるため，酸素の存在下で増殖が活発になる．した
がって，酸素，有機物，および地上からの好気性菌の進入
により，酸素を消費する微生物の活動が活発化し，それに
ともない坑道周辺に侵入した酸素は微生物によって消費
される可能性がある．ただし，処分場建設・操業時には坑
道掘削にともなう地下水流動の変化や酸素の持続的な供
給などにより水理・化学環境が攪乱を受ける状態が続くた
め，その酸化還元状態は安定しないものと考えられる．こ
の間，周辺坑道の岩盤がどの程度酸化を受けるのかを把握
することで，処分場閉鎖後の酸化還元反応に関わる微生物
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の酸化還元緩衝能力のより現実的な評価に寄与すること

主要な酸化還元反応や関連鉱物・イオンの量比，反応速度，

ができる．

反応を律速する酸化剤や還元剤の供給速度に加えて微生
物の存在量，微生物群集組成，増殖速度，酸化還元反応速

2.2 処分場の閉鎖〜定常状態の形成までの微生物による酸

度等に基づいて定量的な解析をおこなう必要がある．

化還元プロセス
処分場の閉鎖により，地下環境への酸素，有機物および

３ 各時間スケールの酸化還元緩衝能力に関する研究の現

地上微生物の供給は止められるが，閉鎖時には，ベントナ

状と提言

イトや埋め戻し材，岩盤，地下水によって酸素や酸化され
た鉱物が坑道内に残存すると考えられる．残存した酸素に

筆者らは，天然環境における岩盤の酸化還元緩衝能力を

ついては，300 年以内に消滅するという見積りもあるが

評価するために，地下深部の地下水や岩石を採取し，その

[15]，これらの酸素は元来地層中に生息していた地下微生

生物化学特性に関する試験および解析をおこなっている．

物および埋め戻しの際に混入した表層微生物による呼吸

ここでは，筆者らがこれまでに実施した研究について紹介

作用や有機物の酸化によって速やかに消費される可能性

し，得られた結果を 2 章で述べた処分事業の各段階で想定

がある．微生物が関与した酸素消費反応は，黄鉄鉱や有機

される事象と対比させて概説し，地層処分に関わる微生物

物，鉄イオンなどによる無生物反応よりも桁違いに速く，

の研究を行う上で，今後の課題について述べる．

また実際の地下環境においては微生物が広く分布してい
るため，酸素消費反応は主に微生物を介して進むと考えら

3.1 処分場建設・操業〜閉鎖まで：水理・化学的に攪乱を受

れる。また，混入した酸素が消費され尽くすと，硝酸イオ

けた岩盤を対象とした生物化学的硫酸還元緩衝能力の評価
処分場の建設・操業から閉鎖時にもたらされた酸素や酸

ン，マンガン，鉄，硫酸イオン，炭酸イオンなどを用いて
嫌気性菌が活動し，その反応にともない有機酸，メタン，

化鉱物がどの程度の期間で還元されるのかを明らかにし

硫化物，二価鉄，水素などの還元剤が供給される．これら

ておくことは，処分システム周辺の長期的な化学環境の変

の微生物による酸素消費，還元剤生成の一連の反応は処分

遷を推測する上で重要である．

システムの酸化還元状態に影響を及ぼすと予測される．し

筆者らは，岐阜県の瑞浪超深地層研究所用地内[16]にお

たがって，微生物の酸素消費能は埋め戻し後の処分場から

いて，上述の攪乱された現象を小規模ではあるが模擬して

酸素を除去するのに十分なものか，また一連の微生物反応

いると考えられる地層を対象として，原位置の硫酸還元反

により還元環境は形成されるかどうか，またそのメカニズ

応に関わる酸化還元緩衝能力の評価を試みた[17]．研究対

ムについても解明する必要がある．

象とした地層は，ボーリング孔掘削終了後から観測・採水
装置の設置まで約 3 ヶ月間裸孔状態にあったことで，深度
毎の地下水位の違いにより硫酸イオン濃度の高い表層地

2.3 定常状態の形成以降の微生物による酸化還元プロセス
処分場閉鎖後，地下環境が還元的な定常状態に達したと

下水が深部の堆積岩(深度 157.8 m)に混入している[18]．ま

仮定して(定常状態が還元環境であるか否かは建設・操業

た，礫岩層を含み，透水性が高く地下水の流動経路として

による攪乱の程度，岩盤の酸化還元緩衝能力に依存する)，

機能していることから，大規模な地下施設の建設を想定し

その還元状態は長期的に維持される必要がある．長期的な

た場合，水理学的にも乱されやすい環境にある．そのため，

地盤の隆起・侵食，気候・海水準変動などの天然事象を想

水理・化学的な攪乱を受けやすい地層として，原位置の「水

定した場合，処分場周辺の岩盤にはこれらの事象を踏まえ

-岩石(有機物)-微生物相互反応」による酸化還元緩衝能力

てもなお酸化還元状態を一定の範囲内に保つ酸化還元緩

を研究するのに適した環境となっている．硫酸イオン濃度

衝能力を有することが求められる．この酸化還元緩衝能力

を指標として酸化還元緩衝能力を評価した結果，対象とし

は，地下環境中に存在する地下水，岩石(有機物)，および

た地層においては，観測を開始してから約 9 ヶ月間は硫酸

微生物の相互反応によって発揮されるものと考えられる．

還元反応に伴う硫酸イオン濃度の減少がわずかに認めら

例えば，還元環境の回復後，地下環境中では酸素を必要と

れたが，その後の約 1 年間は有意な変化は認められなかっ

しない嫌気性菌(通性嫌気性菌を含む)を中心とした微生

た．したがって，原位置における硫酸還元菌の活性は低か

物生態系が再び形成されると予想される．その場合，
「水-

ったと推測される．その要因として，硫酸還元菌の増殖に

岩石(有機物)-微生物」反応システムにより，硝酸や硫酸イ

必要な物質の量が不足していたことが考えられる．対象と

オンの直接的還元に加え，副産物として硫化物イオンなど

した地層に生息する硫酸還元菌は主に有機物を用いて硫

の還元剤が生成され，還元環境の維持につながると考えら

酸イオンを還元する種であるため(Table 1)[13]，硫酸還元

れるが，長期的な還元環境の維持には，これらの嫌気性菌

菌の活性は硫酸イオンと有機物の供給速度に律速される．

の活性とその代謝反応に必要な酸化剤と還元剤が岩盤中

硫酸イオン濃度を変化させて微生物の硫酸還元速度を測

に十分な量含まれているかどうかが重要な要素となる．し

定すると，硫酸イオン濃度が高くなるほど硫酸還元速度も

たがって，岩盤の酸化還元緩衝能力を評価するためには，

増加することがわかっているが(Fig. 1)，原位置における硫
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Table1 The number of sulfate reducing bacter ia in groundwater s estimated by MPN method.

地層名

ボーリング孔

明世／本郷累層
土岐夾炭累層
土岐夾炭累層（基底礫岩部）
花崗岩

1)

深度

meter below ground level,

乳酸を利用する

酢酸を利用する

硫酸還元菌

硫酸還元菌

(mbgl1))

-1

(cells ml-1)
ND4)

TH-6 号孔 2)

104

(cells ml )
BD3)

TH-6 号孔

132

BD

ND

KNA-6 号孔

160

3.6

BD

MSB-2 号孔

124.3

23

23

TH-6 号孔

153

2.3

ND

MSB-2 号孔

157.8

23

BD

TH-6 号孔

177

BD

ND

KNA-6 号孔

180

3.6

BD

MSB-2 号孔

173.1

23

23
3）

2)

データの一部は Murakami et al. (2002)[14]から引用， Below the detection

4)

limit , Not determined
り，表層地下水からの比較的分解しやすい有機物の供給が

硫酸還元速度（µmol ml-1 day）

25
堆積岩

止められ，利用可能な種類の有機物が十分供給されなかっ

花崗岩

たため，硫酸還元反応による硫酸イオンの消費が十分にな
されず，同地層は硫酸還元緩衝能力を十分に有していなか

20

ったものと推察される．
以上の結果から，処分場建設に伴う地下水の水理・化学

15

的攪乱により微生物の呼吸に必要な電子受容体や有機物
が変化した場合，微生物の活性も影響を受けることとなり，
10

結果として酸化還元緩衝能力も処分場建設前と比べて変
化する可能性が高い．ここで重要な点は，処分場建設に伴
って生じる地下水の水質の変化と閉鎖時に埋め戻し材に

5

よって持ち込まれる物質量(具体的には微生物の呼吸に必
要な電子受容体と有機物)を把握し，閉鎖後の微生物の酸

0
0

2

4

6

8

10

化還元活性についてある程度予測を行うことで，閉鎖後の

12

環境の変化が酸化還元緩衝能力の著しい低下をもたらさ

硫酸イオン濃度（mM）
硫酸イオン濃度（
mM ）

ないか否かを評価しておくことである．また，処分場建

Fig. 1 The relationship between the sulfate concentr ation
and the sulfate reduction r ate for microor ganisms

設・操業の段階で，坑道周辺における酸化帯の空間的な広
がりを把握しておくことも重要である．

酸イオン量については，表層地下水の混入により十分量存

今後の課題として下記の項目について研究を進める必

在していたと考えられる．一方で，有機物濃度については

要がある．

観測当初には表層水と同レベルの約 3 mg L-1 の濃度で検

(1) 処分場閉鎖時に持ち込まれる電子受容体および有機

出されていたものが，観測開始から 2 年後には 0.7 mg L-1

物量の把握

まで減少していた．溶存成分のマスバランス解析結果から，
この減少は地下水の入れ替わりによるものと推察され，生

(2) 処分場建設・操業時における坑道周辺の酸化帯領域の
把握

物化学的な反応による有機物の消費を意味するものでは
ないと考えられる．この地下水の入れ替わりにより，有機

3.2 処分場の閉鎖〜定常状態に達するまで：室内試験によ

物の種類についても表層地下水から供給されていた比較

る水-岩石(有機物)-微生物相互反応プロセスの再現

的分解しやすいものからリグナイトを起源とする難分解

処分場閉鎖直後に地下に残存すると予測される酸素が，

性のものに変化したと推察される．硫酸還元菌は利用でき

微生物の代謝反応によって速やかに消費され得るかどう

る有機物種が限定されており，対象とする地層で検出され

か，また微生物が還元環境の形成に果たす役割とその過程

ている硫酸還元菌は主に低分子有機酸である乳酸あるい

で生じる酸化還元反応を明らかにするために，以下のよう

は酢酸を利用することがわかっている[13] (Table 1)．つま

な閉鎖系の条件下でバッチ試験を行った [19-21]．
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500

ら採取されたリグナイト含有砂岩および泥岩の粉砕物を
400

用い，水については蒸留水を用いた．すべての器具，水，
硫酸還元電位 Eh（mV）

および岩石試料は反応試験前にオートクレーブ滅菌をお
こなった．培養液中に添加する微生物は，堆積岩の深度
79 m においてリグナイトが含まれる岩相に分布する地下
水から採集した．これらの岩石(有機物)，微生物，水を反
応させ，溶存酸素濃度や酸化還元電位の変化をモニタリン
グするとともに，反応溶液中の微生物組成の変化について
も解析をおこなった．

300
200

微生物添加

100
0

水-岩石-微生物(生菌)

反応溶液中の溶存酸素濃度は，微生物を添加していない

-100

水-岩石-微生物(死菌)

状態では約 0.6 mg L-1 で安定していたが，微生物を添加し

水-岩石

た直後から著しく減少し，微生物添加後 6 日目には 0 mg

-200
0

L-1 まで減少した後試験終了時まで(45 日間)検出されなか

10

った(Fig. 2)．微生物による酸素の消費速度は 0.10 mg L-1

20
30
反応時間（days）

40

Fig. 3 Change with time in Eh. After microor ganisms
added, the Eh in the incubation decreased
significantly.

day-1 であった．酸化還元電位(Eh)については，微生物を添
加していない状態では約+330〜+400 mV で安定した値を
示していたが，微生物を添加した直後から著しく減少した

8

(Fig. 3)．Eh 値は最小で-189 mV まで減少した後，約-144
〜-94 mV 付近で安定値を示した．pH については，微生物

微生物添加

を添加した直後にわずかに上昇が認められたが，その後は

7.8

約 7.1〜7.2 で安定した値を示した(Fig. 4)．pH の上昇要因
としては，微生物の代謝により反応溶液中に炭酸物質が生

7.6

pH

成されたためと考えられる．また，微生物を反応溶液中に
添加した直後から，溶液中の細胞数の増加が計測された．

7.4

添加直後の反応溶液中の全菌数は，1.22 x 103 cells ml-1 で
あったが，反応直後から全菌数は指数関数的に増加し，13
日後には 1.69 x 107 cells ml-1 まで増加して定常状態に達し

7.2

た．一方で，死滅した微生物(死菌)を添加した反応液や，
「水-岩石(有機物)」のみの反応溶液では，Eh 値の低下は

7

見られず，反応溶液からも微生物の増殖は認められなかっ

0

20

30

40

反応時間 (days)

た．微生物の増殖の開始と，酸素濃度の減少および酸化還

Fig. 4 Change with time in pH

0.8

微生物添加

0.7
溶存酸素濃度（mgL -1）

10

元電位の低下は一致していることからも，微生物細胞自体
には還元緩衝能力はなく，微生物の代謝反応が還元環境の

0.6

形成に大きく寄与することが示唆された．

0.5

「水-岩石(有機物)-微生物」反応の過程でおこる酸化還

0.4

元反応を明らかにするために，溶液中のイオン濃度の測定

0.3

および微生物群集組成の解析をおこなった．その結果，反
応初期には好気性菌，すなわち酸素消費をおこなう細菌や，

0.2

硝酸還元菌が優占して存在していたが，反応 6 日目には硝

0.1

酸還元菌の増加が見られた．その後，鉄還元菌が検出され，
反応 13 日目には硫酸還元菌が 50％以上を占めていた．ま

0
0

10

20

30

40

た，Eh 値の低下，微生物細胞数の増加とともに，反応溶

50

反応時間（days）

液中の硫酸イオン濃度が減少し，硫化物イオン濃度の増加

Fig.2 Change with time in dissolved O 2 concentr ation.
After
microor gnanisms
added,
the
oxygen
concentr ation in the incubation decr eased significantly.

が認められたことから，微生物による硫酸還元反応が Eh
値の低下に大きく寄与したことが示唆された．つまり，

64

Vol.14 No.1

微生物が地下の酸化還元環境形成に及ぼす影響

還元状態の形成過程においては，酸素消費→硝酸還元(鉄

反応を考慮した解析ソフトウエアについては，天然環境で

酸化を含む)→鉄還元→硫酸還元という一連の反応が生じ，

起こりうる複数の微生物代謝活動の取り扱いが必要であ

その結果還元剤が生成することにより，還元状態が形成さ

り，現在開発が進められている[22, 23]．一方で，室内試

れることが明らかとなった．さらに，微生物群集と酸化還

験および地質環境調査によって取得する微生物データに

元電位，反応溶液中の溶存イオン濃度の変化から，還元環

ついても，解析ソフトウェア開発に適用可能なものを体系

境の形成・維持に主要な役割を果たす微生物代謝反応を特

的に取得していく必要がある．具体的には，(1)地下環境

定することができた．この実験により明らかになった還元

の物理化学条件，(2)微生物量，(3)微生物群集組成，(4)微

状態の形成過程は，微生物代謝のエネルギー効率を考える

生物の増殖速度(全微生物の速度に加えて，好気性菌，硝

上でも非常によく説明できる現象である．

酸還元菌，鉄還元菌，硫酸還元菌など)，(5)酸化還元反応

上述の試験結果は，微生物の代謝反応に必要な物質が十

に関わる主要な微生物代謝反応速度(酸素消費，酸化還元，

分量含まれた条件下で得られたものであり，対象とする岩

硫酸還元，硝酸還元，鉄還元など)が影響評価に必要なパ

盤の種類や鉱物量，微生物種によって酸化還元緩衝能力は

ラメーターとして挙げられる．地下環境の物理化学条件に

異なると考えられる．例えば，処分場となる地下環境に鉄

関しては，微生物の増殖に関わる溶存イオン濃度や有機物

や鉄酸化細菌が豊富に存在する環境下では，酸素の侵入に

量に関する情報が不可欠であるが，その中でも有機物量に

よって微生物による鉄の酸化が促進され，酸化鉄の沈殿が

ついては，全有機炭素濃度のみの検討ではなく微生物にと

生じ，酸化鉱物として地中に残存する可能性がある．した

って利用可能な形態で存在するかどうかについても検討

がって，原位置における岩石・地下水の化学組成や微生物

する必要がある．

群集組成，また埋め戻し材の微生物群集組成についても把

今後の課題として下記の項目について研究を進める必

握し，還元反応が進行する環境条件であるか否かについて

要がある．

評価をおこなう必要がある．また，室内試験による評価で

(1) 原位置試験による酸化還元緩衝能力の評価手法の確

は岩石の空隙率や透水性，水−岩石反応による鉱物の溶解

立

速度などについて原位置条件を再現することが難しく，原

(2) 様々な岩盤における酸化還元緩衝能力の評価

位置における酸化還元緩衝能力を厳密に再現できない可

(3) 坑道周辺の酸化帯領域の程度による酸化還元緩衝能

能性もある．したがって，室内試験とともに原位置試験に

力の評価

よる直接的な評価を実施し，室内試験の結果と照らし合わ
せて整合性をとる必要がある．また，閉鎖された際の坑道

3.3 定常状態の形成〜：東濃ウラン鉱床における酸化還元緩

周辺の酸化帯領域の程度によっても微生物による酸化還

衝モデル

元緩衝能力は異なると考えられる．処分場建設・操業の際

岐阜県東濃地域に分布する東濃ウラン鉱床では，長期的

に岩盤が著しく酸化を受けた場合，還元環境の復元には時

な物質移動現象を理解するためのナチュラルアナログ研

間がかかると予想され，酸化性の鉱物の残存が核種の移行

究がおこなわれてきた[24]．このウラン鉱床は約 1 千万年

に影響を及ぼす可能性もある．上記のような微生物反応を

間にわたって地層中に保持されてきたと推察されている

踏まえて，処分場の閉鎖後酸化還元状態が定常状態に達す

が，鉱床が生成してから現在までの間に，断層活動，隆起・

る期間において，酸化還元緩衝能力に及ぼす微生物影響を

沈降，侵食・堆積，気候・海水準変動などの様々な自然現

評価するためには，室内・原位置試験および地質環境調査

象を被ってきた．それにもかかわらず，ウラン鉱床が長期

によって取得したデータを用いて酸化還元反応による還

間安定な状態で保持されてきた要因として，固相のウラン

元環境の形成，維持に関するモデル解析が求められる．こ

が溶脱しない程度の還元状態が維持されてきたことが挙

れにより，微生物影響の定量的な予測も可能となり，地層

げられている．この還元環境形成・維持には，ウラン鉱床

処分システムを設計する上で過剰設計でなく現実的な仕

周辺の環境において「水-岩石(有機物)-微生物」の相互反

様を提示することができると考えられる．また，地層処分

応による岩盤の酸化還元緩衝能力が機能してきたと推測

システムの長期的な安全性に対する信頼性の向上にもつ

されている[12]．この酸化還元緩衝メカニズムとは，ウラ

ながる．ただし，モデル解析で得られた長期予測を室内試

ン鉱床を胚胎する堆積岩の海成層由来あるいは堆積岩上

験や原位置試験などによって検証することが難しい場合

部での酸化的風化によって供給される硫酸イオンと，ウラ

には，自然界で起こっている事象を「長期的な実験」と捉

ン鉱化帯付近に豊富に含まれている有機物(リグナイト)

えてそのメカニズムを解明するナチュラルアナログ研究

が，堆積岩に存在する硫酸還元菌を活性化させ，この硫酸

により，室内試験，原位置試験，およびモデル解析結果の

還元反応によって生成した硫化物イオンが還元剤として

信頼性を補完することが不可欠である。安全評価において

作用し，結果的に還元環境の形成・維持に寄与していると

は，知見の欠如などから微生物を考慮した評価はほとんど

いうものである．リグナイトは難分解性有機物であるため

おこなわれておらず，評価に必要なデータの取得や解析ソ

硫酸還元菌がリグナイトを直接利用することは難しいと

フトウェア開発が急務である．このような微生物の関わる

考えられるが，前章(3.2)で述べた室内試験の結果から，
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変化や地表付近の酸化帯の形成を引き起こす可能性があ

17%

り，このような環境変化に伴って処分場周辺の酸化還元状
30%

態がどのような影響を受けるのかについて速度論も含め

硝酸還元菌
硫酸還元菌 6%
炭酸固定菌
鉄還元菌

た予測が必要である．そのためには，古水理地質学的研究
により過去から現在までの地下水流動や化学的状態など

6%

の変化を解明し，地質環境に残された過去の記録から将来
起こりうる地質環境変動事象が「水-岩石(有機物)-微生物

4%

相互反応」システムに及ぼす影響を評価すること，また，
地質環境変動が起こった場合の環境状態として，水理・地

15%

酸素消費菌，
炭酸固定菌

質・地球化学条件の異なる地層，例えば酸化帯，割れ目帯，

22%

好気性,通性嫌気性菌
（酸素消費菌）

断層を含む地層における酸化還元緩衝メカニズムに関す
る情報の蓄積が求められる．このようなナチュラルアナロ

Fig. 5 The micr obial composition in the groundwater
sample collected from 79 m depth of the borehole MSB-2.
More than half of the clones were related to the bacter ia
which could consume O 2 or reduce NO 3- to NO 2-.

グ研究とモデル解析結果とのクロスチェックによって，地
層処分に関わる長期的な安全性の信頼性をさらに高める
ことができると思われる．
今後の課題として，次の項目が挙げられる．

ここでは硝酸還元菌や脱窒菌などのような他の従属栄養

(1) 「水-岩石(有機物)-微生物相互反応」システムによる

性微生物がリグナイトを分解することにより酢酸などの

酸化還元緩衝メカニズムの概念モデル化

低分子有機酸が供給され，その結果硫酸還元菌の活性が高

(2) 地質環境変動事象に対する「水-岩石(有機物)-微生物

まるものと推察されている[19]．実際に，ウラン鉱床周辺

相互反応」システムの頑健性の評価手法の確立

の地下環境における微生物群集組成の解析結果からは硝
酸還元菌，鉄還元菌，硫酸還元菌が主に存在することがわ

４ おわりに

かっており，前章の反応試験で得られた微生物群集組成と
同様の組成が天然環境においても示されている[13](Fig.

本報告では，微生物が酸化還元環境の形成・維持に及ぼ

5)．したがって，ウラン鉱床周辺の地下環境における酸化

す影響について，原位置試験・室内試験結果およびウラン

還元緩衝能力は，還元剤である硫化物の生成だけでなく，

鉱床周辺における微生物を考慮した酸化還元緩衝メカニ

その生成を有機物供給の面から支える従属栄養性微生物

ズムについて紹介した．これらの研究結果から，微生物は

の働きによって機能しているといえる．この一連の微生物

酸化還元環境の形成に寄与する能力を有するが，その能力

代謝反応による酸化還元緩衝プロセスは最終反応が硫酸

は微生物を取り巻く地下環境条件に左右されることを示

還元である．そのため，緩衝能力の程度は硫酸還元菌の活

した．

性に左右されると推測されるが，反応に関わる酸化剤(電

今後は，これらの成果を踏まえ，3 章で述べた課題に基

子受容体)である硫酸イオンや還元剤(電子供与体)である

づいて体系的なデータの取得を行い，長期的な酸化還元緩

有機物は，ウラン鉱床周辺の地下水理環境が大きく変化し

衝能力に関わる微生物の影響に関する評価を進めていく

ない限り数十万年以上の長期にわたって継続的に供給さ

予定である．

れるとの見積もりがある[12]．したがって，ウラン鉱床を
胚胎する堆積岩は，還元環境を形成する反応プロセスとそ
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