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総説

放射性廃棄物の地層処分における国内の地下水コロイド研究の現状と今後の展開
長尾誠也＊1 新堀雄一＊2 田中忠夫＊3 佐々木隆之＊4 斉藤拓巳＊5 桐島陽＊6 吉川英樹＊7 飯島和毅＊7
濱克宏＊8 岩月輝希＊8 高橋嘉夫＊9 足立泰久＊10 鈴木庸平＊11,12 渡部芳夫＊11
本総説は，放射性廃棄物の地層処分における地下水に存在するコロイド（地下水コロイド）の影響に関連した国内の
研究を紹介し，それらの実質的なネットワーク化と処分システムの性能評価におけるコロイド影響の取り扱い方等につ
いて，今後の研究の方向性に関する提案を取りまとめた．
Keywords: 地下水コロイド，地層処分，放射性廃棄物，錯生成，溶解度
This paper shows a current status of groundwater colloids studies on the performance assessment of geological disposal of
radioactive wastes in Japan, and summarizes realistic approach of the colloids studies at a substantial research network for Japanese
universities and institutes.
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緒言

が存在する（例えば，[1-5]）．また，人工構造物が存在す
る場合には，その構成成分の反応（劣化）に由来したコロ

浅層から深層の地下環境において，地下水にはアルミノ

イドが生成することが報告されている[6,7]．これらの地下

ケイ酸塩等の無機コロイドや腐植物質等の有機コロイド

水に存在するコロイド（以後, 地下水コロイドと呼ぶ）が，
微量金属元素，放射性核種およびPCBや多環芳香族炭化水
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素等の有害有機物の移行挙動に影響を及ぼすことは，フィ
ールドにおけるモニタリング観測等により指摘されてい
る[8-11]．また，室内実験をとおして，地下水の水質や対
象となる各種岩石における，地下水コロイド共存下での放
射性核種の移行性，および，モデル解析による定量化が検
討されている[12-16]．
日本において，放射性核種の地中移行に及ぼす地下水コ
ロイドの影響に関する研究は，コロイドの濃度や特性とそ
の深度分布，放射性核種に対する錯体形成・収着挙動，岩
石への収着性や凝集・分散，そして，コロイド自体の変質
を含む幅広い検討項目について，それぞれの研究機関で個
別に進められている（後述3章「国内における地下水コロ
イド研究の取り組み」を参照）．地下水コロイドの影響を
定量的に評価するには，総合的な視点でのプロジェクト研
究が必要不可欠である．これまで,日本においてプロジェ
クト的な連携研究は，ほとんど実施されてこなかった，し
かし，平成18年度より東京大学が大学側の窓口となり，日
本原子力研究開発機構と大学間との連携重点研究「放射性
廃棄物処分安全研究のためのネットワーク」が開始され,
その中で地下水コロイド関係の4つのサブテーマ研究（放
射性廃棄物処分におけるコロイド形成・輸送モデリング,
地下水中におけるコロイドへの核種収着機構解明と収着
モデリング,処分場近傍開放系における亀裂内の流体活動
とコロイド挙動の精緻化,地下水中有機コロイドの特徴と
核種移行に及ぼす影響評価）が実施された[17].また，平成
21年度から23年度までの後継プロジェクト「『地層処分の
実力を示す』ネットワーク」の中でも, 地下水コロイド関
係の4テーマが継続されている．今後も，東京電力福島第
一原子力発電所の事故に伴う廃棄物の処分を含め，地下水
コロイド関係のサブテーマ間の実質的な交流と連携によ
り,総合的な視点に立った地下水コロイドの定量的な影響
評価手法の確立につながることが期待される．
本総説では，地層処分に関係した地下水コロイドの影響
評価研究に寄与する国内研究者の実質的なネットワーク
化を目指し，各機関における取り組みと知見の共有化の現
3
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状を再確認するとともに，地層処分安全評価研究における

多核種，多元系，さらには真性／擬似／有機コロイドの寄

コロイド研究の方向性について共通認識の明確化を図る

与を考慮する複雑系へと知見やモデルを発展させて，移行

ことを目的とする．また，国内の関連する研究成果の整理

評価の信頼性向上を図るためのアプローチを概念的に示

と課題の抽出，および，国内の人的・物的研究資源の連携

したものである．例えば，水酸化物錯体を中心とした多価

を前提とした，今後の研究展開の提案を取りまとめた.（長

イオン核種の長期にわたる移行評価においては，Fig. 1 の

尾，新堀，田中）

ように，多核錯体やコロイドを含む注目核種の化学種分布
に関する熱力学的な検討が重要である．そのためには，さ

2

地下水コロイドの概念と特性

まざまな溶存種を含む地下水を想定し，そこでの溶解度制
限固相ならびに溶存種を明らかにしつつ，関連する熱力学

2.1 地下水コロイドの特性

データ（溶解度積や錯生成定数）を整備しなければならな

天然地下水にはさまざまな物質が溶存しているだけで

い．しかしながら，実験的アプローチにも限界はあるため，

なく，種々の微粒子が分散している．これが実在するコロ

それを補うモデルの構築，さらにはその信頼性向上が不可

イド系の姿であることは既に多くのフィールドワーク的

欠である．（佐々木，田中）

研究から明らかである[1-5]．一方，実験室での研究におい
て，この不均一系の再現を試み，その特性を無機・有機化
学などの一般法則や界面での物理化学に置き換えて単純
化し，現象を解釈（解析）することも重要である．地下水
コロイドの特性を真に理解するという点で見れば，両者の
研究には隔たりが存在するが，地層処分研究の進展におい
てはどちらも欠くことができない．
一般に地下水コロイドは，地下水と接する岩石の成分
（シリカや非晶質物質）に由来する無機コロイドと埋没し

Fig. 1 A stepwise approach to understand the behavior of

た動植物の遺骸の分解・縮合や地中の微生物活動などに由

colloids.

来する有機コロイドに分類される．これら天然のコロイド
は由来成分や環境に応じて，その組成や濃度，大きさや形
3

2.2 地下環境におけるコロイドの移行挙動

9

状も異なる[18]．一粒子中の原子数は 10 ～10 個程度であ

2.2.1

り，これを球状と仮定したときの粒径は10-9～10-7mである．

真性コロイド

アクチノイド元素や核分裂生成物のうち，とくに 3 価，

コロイドの状態研究では，巨視的なものから微視的なもの

4 価の高原子価状態をとる金属イオンは，強い加水分解反

まで多くの観測手段やモデル・理論が提案されており，さ

応によって，単核や多核の水酸化物錯体のほかに，無定形

まざまなアプローチからその特徴が明らかになりつつあ

のコロイドを形成する．これは真性コロイドと呼ばれ，金

る．コロイド粒子の挙動，すなわち安定性や他の物質との

属イオンとこれらを架橋結合する水酸化物イオンおよび

相互作用は，分散，凝集・沈殿，収着などの現象によって

水分子で構成される最も単純な組成を持つ．実験室では，

解釈でき，とくに粒子の表面電荷状態の変化や，水中の電

酸性溶液に金属イオンを均一溶解させた後，アルカリの滴

解質イオンとの相互作用が コロイド特性を表す基礎とな

下によって pH を上げると，単核からコロイドまでを含む

る．コロイドの特性を議論するうえでの注意点は，コロイ

不均一な懸濁溶液となる．後述のように，放射性廃棄物処

ドが大きな比表面積を持つことにより，過剰な自由エネル

分の核種移行評価の信頼性向上のために，注目核種の見か

ギーを有する活性なサイトを多数有し[19]，さまざまな反

けの溶解度におけるコロイドの寄与を明らかにする必要

応の場となり得ることである．また，そのような反応によ

がある．そのため，こうした不均一溶液系の化学種の状態

って，コロイド間，あるいは，コロイド-岩石表面間の引

を，単核や多核錯体種の加水分解定数，および，想定され

力，斥力の関係が溶液条件で大きく変化し，コロイド系の

る固相の溶解度積などの熱力学定数を用いて解釈する試

安定性が影響を受ける．

みがなされているが，共存するコロイドの寄与は十分に定

地層処分研究が対象とする地下水環境において，この不

式化できていない．コロイドは，幾つかの実験系では長期

均一な系に廃棄体から放出される核種が加わる．そのため， に 亘 っ て 溶 液 中 に 存 在 す る こ と が 報 告 さ れ て い る が
地下水の流れが遅い廃棄体近傍場において溶解した核種

[20,21]，単核や多核錯体種と固相の中間的（準安定的）な

は，水和イオンとしてふるまうが，濃度が高くなれば，そ

状態であり，熱力学的に不安定と推察される．さまざまな

れ自体が真性コロイドを生成し，また地下水中の無機・有

化学条件下でのより正確な溶解度予測に向けて，コロイド

機コロイドと反応（収着・錯生成など）して擬似コロイド

の安定性とともに，溶存種・コロイド・固相の形成に関す

化すると考えられている．処分場に敷設する緻密な人工バ

る総合的な現象理解が必要である．（佐々木）

リア緩衝材には，コロイドをろ過する効果も期待されてい

2.2.2 擬似コロイド
(1) 無機コロイド
地下水中の無機コロイドは，地層中の鉱物や地下水中の

るが，それが新たな地下水コロイド源となることもある
[6,7]．
Fig. 1 は，最も単純な系を対象とした地下水コロイドの

過飽和成分に由来する.したがって，その種類は粘土鉱物

特性と生成機構に関する基礎的な実験とモデル構築から，

などのアルミノケイ酸塩，鉱物－水反応が飽和平衡状態に
4
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なり易い炭酸塩，鉄酸化・水酸化物，硫黄化合物などに分

等が中心となり，その挙動が整理されつつある[7,28]．そ

類できる.また，これらの形成・消滅プロセス，移行挙動

の他にも，ガラス固化体のマトリックスから溶解した Si

は，地下水の化学条件（イオン強度や pH など）に応じた

や Al 等により，部分的に結晶化し，生成するスメクタイ

分散・凝集現象に影響を受ける. 一般的に深部地下水の流

トコロイド[29]，支保や TRU 廃棄物の固化体等に使用され

動速度は，これらの化学反応速度に比べ十分に小さく，反

るセメントの溶出により生成するケイ酸カルシウム水和

応系が飽和平衡状態に達し，中性から弱アルカリ性で地表

物(CSH)系のコロイド[30,31]が存在する．さらに，セメン

に比べて還元的な化学条件が形成されていることが多い．

トに起因する高 pH プルームが母岩を浸食することにより

このような化学条件下においてアクチノイド元素は，陽イ

生じるコロイド状ケイ酸（ケイ酸の重合体でありポリケイ

オンや炭酸塩錯体としての化学種が優勢であり，粘土鉱物

酸とも呼ばれ，当分野ではシリカコロイドに分類される）

や炭酸塩などと擬似コロイドを形成する可能性がある．こ

[32,33]等が核種移行の観点から考慮すべきコロイドとさ

の反応は，微細割れ目での局所的過飽和状態の形成や，異

れている．

なる化学条件の地下水との混合などが想定される．これら

処分システム構築には圧縮ベントナイトやセメント系

の擬似コロイドは，地下水の流動過程で割れ目表面への二

材料など人工物の利用が不可欠であり，それらは，敷設前

次鉱物としての沈殿や物理的ろ過による遅延効果を期待

の地層内の擬似的な平衡関係を，多少なりとも変化させる．

できる一方で，核種の輸送媒体として，その移行を促進す

処分後に地層はその影響を次第に緩衝するが，その過程に

る可能性もある.（岩月，濱）
(2) 有機コロイド
地下環境における放射性核種の移行に及ぼす有機コロ

おいてコロイドの挙動が核種移行の促進につながるか否

イドの影響は，浅地層中のフィールドでの観測結果として

3

かという視点が重要となる．（新堀）
国内における地下水コロイド研究の取り組み

報告されている[22,23]．また，その挙動を理解するために，
溶存有機物の大部分を占める腐植物質（フミン物質）に着

3.1 日本原子力研究開発機構

目し，地下水から分離精製した腐植物質を用い，室内での

日本原子力研究開発機構（以下，原子力機構）では，有

カラム実験やバッチ収着実験が行われている．これまでの

機・無機コロイドについて，それらの同定手法を構築し，

報告によると，対象とする放射性核種とフミン酸（腐植酸）

放射性核種との相互作用を把握するため，室内試験や深地

とフルボ酸から構成される腐植物質との錯生成能，土壌・

層の研究施設を活用した原位置調査，スイス放射性廃棄物

岩石との収着性の違い，地下水の化学的条件により，放射

管理共同組合（NAGRA）とのグリムゼル岩盤試験場にお

性核種の移行性は大きく左右される[24,25]．例えば，砂質

ける共同研究を実施してきた．また，それらの結果を踏ま

土壌を用いたカラム実験における Eu の移行性では，地下

えて，安全評価におけるコロイド影響の考え方や，その評

水腐植物質に比べて， Aldrich フミン酸，Suwannee 川フミ

価方法の検討などを進めている．

ン酸共存下の方がより早く移行した[26]．また，砂質土壌

3.1.1

地下水コロイドの反応性に関する研究

と花崗岩を対象にしたカラム実験では，Aldrich フミン酸

天然腐植物質を主体とした有機コロイドに関する室内

共存下に比べて，地下水フルボ酸共存下の方が Np の移行

試験では，表層水や地下水から回収した腐植物質を対象と

性を促進させた[12]．一方で，圧密ベントナイトを対象に

して，放射性核種の溶解度，岩石やベントナイト中での収

した拡散実験では，地下水フルボ酸の存在下でも，Pu の

着や拡散，および，フィルトレーションとの関連性につい

移行性は遅延され，Np に比べてもその拡散性は低かった

て機構論的な解明を進めるとともに，収着移行現象のモデ

[27]．このような腐植物質の種類による放射性核種の移行

ル化，数値解析を行っている[34]．有機コロイドの特性に

性の違いは，腐植物質の分子サイズ分布が関与している可

ついての研究は，精製した Aldrich フミン酸や幌延地域の

能性が指摘されている[12, 26]．今後は，地下水腐植物質の

深部地下水から採取された腐植物質を対象とし，地下水腐

特性分析とともに，地下水腐植物質を用いた収着実験やカ

植物質の構造[35]，Np(IV)－Aldrich フミン酸の相互作用

ラム実験，および，地下研究施設等を活用した原位置での

[36]，Eu(III)－地下水腐植物質の相互作用[37]等に関するデ

移行実験を行い，腐植物質の影響に関する系統的な評価が

ータを取得するとともに，広範な地質環境条件に適用可能

望まれる．（長尾）
(3) 人工バリア由来の無機コロイド
人工バリアは処分システムの構築において不可欠であ

な核種－腐植物質相互作用モデル，および，それらの熱力

り，前述の自然界由来の無機コロイドに加えて，人工バリ

データを取得し[39]，また，緩衝材中の核種拡散データを

ア由来コロイドの特徴やその影響について整理しておく

活用して，緩衝材中を移行し得る有機物の分子量，イオン

必要がある．ベントナイトは，モンモリロナイトを主成分

強度，乾燥密度等の条件を明らかにすることにより，核種

とし，他に石英，雲母，長石およびゼオライト等の鉱物を

－有機物相互作用を考慮した拡散モデルを整備した[40]．

学データベースへの適合性を検討した[38]．また，Aldrich
フミン酸共存下において，幌延地域の堆積岩中の核種拡散

含み，処分システムの人工バリアにおいて緩衝材として核

一方，無機コロイドについては，緩衝材から生成する可

種の移行を遅延させる重要な役割を担う．この緩衝材の外

能性が高いベントナイトコロイドを対象として，コロイド

側の領域において，ベントナイトは周囲岩石に賦存する地

の安定性を決定する粒子間相互作用力の塩濃度依存性[41]，

下水と接触し，一部が浸食されることによりコロイドとな

コロイドの生成挙動と生成速度[7]に関するデータを得る

る．現在，核種移行の観点から，日本原子力研究開発機構

とともに，より実際の地質環境に近い地下水－コロイド－
5
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岩石の三元系におけるデータ取得の標準的手法[42]，コロ

モルファス SiO2）が生成し得る．さらに，地下水中の有機

イドに対する Cs(I)[43]および Am(III)[44]の収着モデル等

炭素濃度が約 50 mg L-1 と非常に高いこと等から，有機コ

を整備している．さらに，亀裂媒体中でのコロイド－岩石

ロイドの存在も想定される．

間の相互作用データを取得し[45]，得られたデータ，モデ

地下坑道内のボーリング孔（深度 140 m），および，地表

ル等を体系的に組み合わせ，核種移行においてコロイド影

から掘削したボーリング孔（深度約 550 m）から採取した

響が顕在化に至る条件を定量的に示した[46]．その他の無

地下水を対象として，コロイド／有機物の限外ろ過を行っ

機コロイドのうち，高 pH プルームにより母岩から生成す

た結果，天然に存在する微量元素の存在画分を 10 kDa 以

る可能性のあるシリカコロイドについて，生成・沈着挙動

下の粒子または溶存イオンとして存在している元素，特定

および速度に関するデータを取得した [32] ．また，地下

のサイズのコロイドもしくは懸濁物を形成している可能

深部から採取された実地下水中の天然コロイド濃度等の

性のある元素などに分類することができた．限外ろ過によ

特性評価において，採取・測定にともなう試料自身の擾乱

り Cu や U は，その大部分が 10 kDa 以下の粒子または溶

改善策の提示を行っている[47]．（田中, 吉川, 飯島）

存イオンとして存在していることが示唆され，U について

3.1.2

は，サイズ排除クロマトグラフィーを用いた分析により，

原位置における地下水コロイド研究

2 kDa 程度の大きさの粒子（シリカコロイド）とともに存

深地層の研究施設を活用した原位置調査に関しては，岐

在していることが確認されている [49]．

阜県瑞浪市および北海道幌延町において，主に調査手法の
構築を目的として，深部地下環境におけるコロイド／有機

有機コロイドについては，地下水中の主要な有機物であ

物，微生物の同定やそれらと微量元素との関連に関わる調

る腐植物質（低分子有機物は検出限界以下である）につい

査研究を進めている．コロイドについては，原位置地下水

て，その特性把握や錯形成試験用の標準試料とするための

の嫌気・被圧状態を保持して限外ろ過を行うシステムを構

濃縮回収を行った．回収したフミン酸・フルボ酸について

築したうえで[48]，各サイズ画分のろ液およびろ過膜を回

限外ろ過を行った結果，大部分が 10 kDa 以下の画分に分

収し，Table 1 に示した分析を実施するとともに，一部でサ

類できることが明らかになった．これらの有機物と微量元

イズ排除クロマトグラフィーも併用して調査を行ってい

素の存在形態との関連性については，今後の研究課題であ

る．また，熱力学解析により微量元素の存在形態に関する
置調査の現状，および国際共同研究の成果を以下に示す．

る．（岩月）
(3) グリムゼル岩盤試験場における共同研究
スイスのグリムゼル岩盤試験場で行われた国際共同研

（濱, 岩月）

究（Colloid and Radionuclide Retardation：CRR)プロジェク

検討も進めている．瑞浪および幌延地域で進めている原位

トでは，ベントナイトコロイド共存下での原位置核種移行
Table 1 Chemical analysis of groundwater.
項目

分析対象

試験において，コロイドからの核種の脱着速度が核種の移

分析機器

行に有意な影響を及ぼす可能性が示唆され，コロイド濃度

水温, pH, 酸化還元電位, 電気伝導度, 溶存酸
簡易分析

を含め，実際の地質環境におけるこれらの影響因子の総合

多用途電極
素など
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, F-, Cl-, Br-, I-, CO32-, HCO3-,

一般分析

SO42-, HS-, S2-, NO3-, NO2-, NH4+, PO43-,
全炭素, 無機炭素, 有機炭素など

的な検討が安全評価上重要であるとの知見が得られてい
イオンクロマトグ

る．（吉川，飯島）

ラフィー,
全有機炭素計

B, Al, Si, Ti, Cr, Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y,

ICP-AES,

Mo, Cs, REE, Pb, W, Th, U など

ICP-MS

3.2 東京大学
東京大学では，地下水に含まれる無機・有機コロイドを

微量分析

対象に， 1) 金属イオン吸着構造の評価，2) 異種コロイド
共存系における金属イオン収着挙動のモデル化，3) コロ

(1) 結晶質岩・淡水環境における知見（瑞浪地域）
地下坑道内のボーリング孔（深度 200 m），および，地表

イドの流体力学的サイズに基づく分画と金属イオン収着
量の評価を進めている．

から掘削したボーリング孔（深度約 1300 m）から採取し

1)では， XAFS 測定と密度汎関数理論計算を組み合わせ，

た地下水について，コロイド／有機物の限外ろ過を行った

多様な無機鉱物コロイドの中でも，結晶構造の点で最も単

結果，原水の分析値との比較から，一部の希土類元素(REE)

純かつ基本的なギブサイト（Al(OH)3）への U(VI)(UO22+)

はコロイドに収着していることが示された．熱力学的計算

の収着構造を決定した[50]．さらに，UO22+や Cm(III)(Cm3+)

の結果，REE と有機物（腐植物質）が錯体を形成している

のような蛍光性イオンの収着化学種の同定を目的として，

可能性が示唆された[49]．一方，走査型電子顕微鏡−エネル

マ ル チ モ ー ド 因 子 分 析 手 法

ギー分散型 X 線分光（SEM−EDX），全反射型赤外分光

Parallel

Factor

Analysis(PARFAC ） の 時 間 分 解 型 レ ー ザ 蛍 光 分 光 測 定

（ATR−IR），X 線吸収微細構造（XAFS）を用いて，ろ過

（TRLFS）への適用を行った[51]．

膜上のコロイドの形状観察，構成成分の定性，元素の酸化

2)では，より実環境に近い系として，異種コロイド（例

状態の観察の結果，有機コロイド，Fe コロイド，Al−Si コ

えば，天然有機物コロイドと鉱物コロイド）間の相互作用

ロイド等，複数種のコロイドが混在していることが明らか

が金属イオンの収着に及ぼす影響を評価し，三元の表面錯

となった[49]．（濱）
(2) 堆積岩・塩水環境における知見（幌延地域）
幌延地域の地下水の化学条件下では，熱力学的にケイ酸

体の形成に加えて，コロイド間の電荷調節が共存系におけ
る金属イオン収着量の増加を引き起こし得ることを示し
た[52, 53]．これら 2 つの研究は，コロイドを含む系におけ

塩を主体とする無機コロイド（炭酸塩鉱物や粘土鉱物，ア
6
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る核種の化学種分布評価に不可欠な表面錯体形成モデリ

比較的信頼性が高い単核種の加水分解定数等をもとに，多

ングの高度化につながるものである．

核種のそれを解析的に推定した[56,57]．一方，剛体球モデ

最後に 3)では，コロイドの状態を乱さずかつ連続な分画

ルで予測した値の妥当性を検証する試みとして，ナノ-エ

手法である流動場分画法（Flow Field-flow fraction; Fl-FFF）

レクトロスプレーイオン化質量分析法を開発し，4 価の Zr

と質量分析を組み合わせ，実地下水に含まれるコロイドの

の弱酸性溶液中の単核種から 12 核までの多核種の観測に

主要構成成分とそこに取り込まれた微量元素のサイズ分

成功した[58]．各化学種のピーク比から決定した加水分解

布の評価を進めている．結晶質岩系地下水を対象とした例

定数は，モデルで予測した値とおおむね一致した．

では，U や Th などのアクチノイド元素や REE が有機物コ

核種の地下水移行で重要となる中性 pH 域において，例

ロイドや Al，Mg を主体とするコロイドに結合し存在する

えば，数ヶ月から数年間熟成した 4 価金属イオンの過飽和

ことが示されている（Fig. 2）[54]．今後，母岩の種類や化

溶液試料における溶解度は，さらなる時間経過後において

学的条件の異なる地下水を対象とした研究を進めること

も殆ど変化しないことが観測されている．しかし，このよ

で，実際の地下環境下における放射性核種の移行へのコロ

うな実験値は，さまざまな熱力学定数に基づいたモデルで

イド影響の理解につながるものと期待される．（斉藤）

予測できる溶解度を上回ることがあり，その差異について
コロイド種の存在が示唆される[55]．
このように，単核-多核-コロイド種の長期安定性につい
てさらなる熱力学的な検討が必要である．このアプローチ
は，金属イオンに配位可能な有機物が存在する条件での溶
解度の解釈にも役立つ．例えば，シュウ酸などのカルボン
酸配位子共存下における見かけの溶解度は，金属イオンと
有機配位子との錯生成と加水分解の競争反応に支配され，
二元系または三元系の化学種が生成する場合があること
がわかってきた[59,60]．有機物に関わる錯生成定数を含め
れば，天然・人工を問わず有機物の種類とその濃度，pH，
Eh（還元的/酸化的），イオン強度（淡水/海水），注目・共
存核種濃度，および，温度が異なる地下水環境条件での見

Fig. 2 Size distribution of purified Aldrich humic acid (HA)
with (dashed line) and without
the size-dependent binding of

UO22+
UO22+

(solid line) and

かけの溶解度を予測できると期待される．有機酸との錯生

to HA (circles

成が支配的な条件では，コロイド生成に起因して無機系で
観測された粒径分布が抑制される．（佐々木）

with line) measured by flow field-flow fraction at pH
9.01, 5 mM TRIS, 25 µM UO22+ [54].

3.4 東北大学
東北大学では，1994 年頃より腐植物質の錯生成について

3.3 京都大学
多核種やコロイド種の生成や共存イオンとの相互作用

の研究を開始した．当初はポリアクリル酸を比較対象とし

が 4 価金属イオンの見かけの溶解度に与える影響を熱力学

て取り上げ，フミン酸のプロトンや金属イオンとの相互作

的に解釈するための研究を進めている．見かけとは，溶解

用を比較し，高分子電解質性と組成不均質性の影響を議論

度の支配種が単一，ここでは単核の水酸化物錯体だけでな

した[61-63]．ここから，腐植物質と数種類の金属イオンと

く多核種やコロイド種，その他の錯体を含む可能性を包含

の見かけの錯生成定数 Kapp は，以下のような比較的簡単な

しており，溶解度のろ過フィルター孔径依存性，すなわち

式で整理できることを見出した[64]．

溶存種の粒径分布が観測される[55]．しかも，試料溶液の
logKapp=logK+alog α－blog[Na]－mlog[M]

条件や調製後の経過時間によって分布状態は異なる．ある

(1)

条件で測定された見かけの溶解度は，加水分解定数および
溶解度制限固相に対する溶解度積などの熱力学的定数を

ここでαは腐植物質の解離度，[Na]はイオン強度に相当

用いることによって解釈することができると期待される

し，log K, a, b, および m は腐植物質と金属イオン M の組

が，溶存するすべての化学種についてそれらを実験的に求

み合わせごとに決まる定数項である．このモデルの適用可

めることは容易ではない．滴定法や溶媒抽出法から求める

能範囲を詳細に検討するために，pH とイオン濃度をガラ

際，溶存種を仮定して解析する場合もある．経済協力開発

ス電極とイオン選択性電極を用いて同時に測定する二電

機構/原子力機関（OECD/NEA）の熱力学データベース

極電位差滴定法を導入した[16]．この結果， (1)式により

（TDB）において報告されている加水分解定数も単核から

検討した幅広い溶液条件での錯生成の記述が可能である

せいぜい 4 核程度である．そのため，より高次の多核種の

ことがわかった．さらに，さまざまな腐植物質の錯生成実

加水分解定数を予測する静電的なモデルの確立を目指し

験の文献データに対しても本研究の提案するモデルでお

てきた．

おむね記述可能である[16]．また，数種類の腐植物質を，

4 価および 6 価のアクチノイドイオンおよび水酸化物イ

非水溶媒の di-methyl- sulphoxide 中で滴定し，(1)式のモデ

オン等を剛体球として扱い，相互の反発項などを考慮した

ルにより解析することにより，腐植物質中のフェノール性

簡単なモデル（剛体球モデル）を提案し，既報値のなかで

水酸基の官能基容量を定量することに成功した[65]．本研
7
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究の提案する単純化したモデルでは，腐植物質の錯生成を，

る蛍光ピークが検出され，花崗岩割れ目帯では相対蛍光強

最小限かつ意味の明瞭なパラメータを用いて平衡定数と

度の極大値を示し，蛍光ピーク位置が上下層に比べて励起

して表現する形式を取っており，熱力学平衡計算を簡単に

波長が 15 nm 低波長に存在していた．このことから，地下

行える．

水のフルボ酸様物質の割れ目帯を通じての移行が示唆さ

一方，処分システム周辺環境では，処分システムに利用

れた．

するセメント系材料により，数千年を超える期間において

3.5.2

高い pH の地下水が存在する [66]．その周囲には通常の地

腐植物質の機能性—アクチノイド元素との錯形成
機構

下水が存在することから，pH の大きな変動が処分場周辺

腐植物質の分子サイズ分布は，腐植物質の特徴と土壌・

に想定される．東北大学では，この変動領域をアルカリフ

岩石への吸着に関与する簡易な比較検討パラメータであ

ロントと呼称し，コロイド状シリカ（ポリケイ酸）の挙動

る．そこで，アクチノイド元素との錯体や移行性に関する

についても検討を加えている．

影響についてバッチ法やカラム法により検討を進めてき

コロイド状シリカの生成は pH の急激な減少領域におい

た．腐植物質—アクチノイド錯体に関しては，異なる水質，

て生成し，過飽和となった水溶性ケイ酸の一部に起因する． 流域特性を有する河川水，湖水，地下水から分離精製した
このようなコロイド状シリカは，水溶性ケイ酸が溶解度よ

腐植物質を用い，pH 6〜8，イオン強度 0.01M，腐植物質

りやや高い濃度に到達した後に，固相表面に緩やかな析出

濃度 10 mg L-1 の条件で Pu および Am との錯形成の特徴を

を開始する．その析出は，固相表面を非晶質化することに

限外ろ過により分画した分子サイズ分布から検討した

より収着性を制限する一方，亀裂等の流路を閉塞させる可

[14,72]．その結果，各分子サイズの腐植物質と錯形成した

能性も持つ[15]．一般に，固相の再結晶化に必要な期間は，

Pu と Am の存在割合は，非着色系の天然水フミン酸とフ

処分システムの評価期間を超えると考えられることから，

ルボ酸の存在割合と正の相関性を示した．一方，着色系の

処分場周辺におけるこれらの析出範囲が問題となる．

天然水フルボ酸は分画分子サイズ 30 k〜10 kDa で Pu およ
び Am との選択的な錯形成が認められた．以上の結果より，

変質領域を算定するには，析出速度を評価し，地下水流
速等と対比する必要がある．これまでの検討の結果，変質

Pu および Am の錯形成は腐植物質の分子サイズの割合と

領域はアルカリフロントの下流数十 m と試算されている

それぞれの分子サイズフラクションの構造・官能基特性等

が，その精緻化にはさらなる系統的な実験を要する．なお，

に支配されていることが明らかとなった．（長尾）

コロイド状シリカの架橋形成に必要なる電解質濃度は，生
3.6 広島大学

成しているコロイド状シリカの粒径（重合度）に依存し，
粒径 5 nm 程度では約 0.1 M[67]と通常の地下水における濃

広島大学では，腐植物質に代表される天然高分子有機物

度を超えている．本研究では亀裂内や岩体内の間隙のよう

と微量元素の相互作用について研究を継続している．とく

に，比表面積が極端に大きい系であることも考慮して実験

に近年では，有機物と元素の相互作用について，REE パタ

を進めている（例えば, [68]）．（新堀，桐島）

ーンや XAFS 法などを用いて新たな知見を得ることを目
的に研究を行っている．
3.6.1

3.5 金沢大学
3.5.1

REE パターンを用いた腐植物質の REE 結合サイト
の解析

地下水腐植物質の特性分析

REE と腐植物質の相互作用の解明は，3 価のアクチノイ

環境により多様な特徴を示す腐植物質については，調査

ド元素が地下環境に存在した場合の腐植物質の影響につ

対象とする地下水から分離精製した腐植物質（フミン酸，
フルボ酸）の特性を評価する必要がある．これまでに北海

いて直接的な情報を与える．そこで，全 REE と腐植物質

道十勝川モール泉, 淡水地下水の岐阜県東濃地域[5], 塩

の錯生成定数を決定し，そのパターンの原子番号依存性

水地下水の千葉県茂原 地域 [69]で多孔 質 吸着性樹脂の

（＝イオン半径依存性）から，腐植物質中の陽イオンの結

XAD 樹脂，あるいは，陰イオン交換体の DEAE セルロー

合サイトの情報を得た．その結果，[REE]/[腐植物質]比

ス樹脂を用いた分離精製とその特性分析を行い，着色系の

が小さい場合，量が少なく結合が強い多座の結合サイトと

十勝川・茂原地下水のフミン酸，フルボ酸の分子サイズと

REE が錯生成するが，[REE]/[腐植物質]比が大きい場合，

芳香族性が非着色系の東濃地下水フミン酸，フルボ酸に比

配位数が小さく弱い結合サイトに REE が結合することが

べて高い等の違いを明らかにした．

推定された[73-75]．このことは，[REE]/[腐植物質]比に
伴い錯生成定数や結合サイトが変化することを意味し，地

広域のフィールド調査では，空間的な腐植物質の濃度，
特性の分布を把握することが重要である．しかし，樹脂等

下環境での REE と他の競合イオンの総濃度と腐植物質の

による腐植物質の分離精製は，試料量，処理の時間と労力

濃度比が，金属イオンと腐植物質の結合サイトや安定性を

の点で処理試料数に限界がある．そのため，ろ過した天然

支配することを示している．また，類似の手法を用いて，

水試料を用いて腐植物質の濃度と特性を簡易に測定でき

REE とバクテリアとの相互作用に関する研究も進めた．

る分析手法を確立する必要がある．そこで，三次元蛍光分

3.6.2

腐植物質中の Fe の存在状態

光光度法と高速液体サイズ排除クロマトグラフィー法を

3.6.1 とも関連して，Fe は(水)酸化物ではなくイオンと

用いた簡易分析法の妥当性とその有効性を検証し[70]，山

して存在した場合，腐植物質と安定な錯体を生成するため，

形県金丸地区，および，東濃地域の地下水へ適用した．金

腐植物質中の Fe の状態は，他の微量元素と腐植物質の錯

丸地区地下水を測定した結果[71]では，フルボ酸に相当す

生成を記述する上で重要である．1 例として，国際腐植物
8
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質学会が頒布する Suwannee 川河川水のフミン酸とフルボ

分散挙動は地層中の汚染物質の輸送の支配因子であるこ

酸に含まれる Fe の状態を XAFS 法で調べた結果，
Fe は(水)

とが示された．しかし，その挙動がコロイド粒子同士の相

酸化鉄の状態ではなくカルボン酸錯体として存在してい

互作用，さらには腐植物質の収着効果によって流体力学的

ることがわかった[76]．この錯体状態で存在している Fe

な因子とともにどのようにして出現しているかは明らか

は，腐植物質とその他の微量元素との錯体の安定性を減少

ではない．このような観点から筑波大学では，流体力学的

させる効果を持ち，その程度を錯生成モデル（Windermere

な場におけるさまざまなコロイド界面現象の解析に取り

Humic Aqueous Model：WHAM）[77]で定量化した．

組んでいる．コロイド促進型の汚染物質移動と直接的に関

3.6.3

係のある問題として，山下はフミン酸の溶解析出とコロイ

地層中での I の有機化-無機化反応

TRU 廃棄物の処分において重要になる I の地層中での挙

ド粒子の安定性は本質的に同じであることを示し[83]，白

動を水-土壌・堆積物系で調べ，固相中の I の化学種（有

鳥は標準砂を充填したカラムへのカオリナイトの通過特

機態，無機態）を XAFS 法で決定した．その結果，酸化的

性が，腐植物質の共存によって沈着されにくく，また剥離

環境で無機 I は，バクテリアなどの関与により，腐植物質

されやすくなることを示した[84]．また，日下はカラム実

などの高分子有機物に共有結合で取り込まれる一方，還元

験では解析できないコロイド粒子の沈着と剥離の素過程

的環境では有機 I から無機 I が脱離・溶解する反応が支配

が，マイクロ流体技術の適用によって追跡できることを示

的となることがわかった[78,79]．（高橋）

した[85]．（足立）

3.7 筑波大学

3.8 産業技術総合研究所

有機無機複合体の形成がコロイド促進型の汚染物質移

核種移行に深部地下水環境の天然無機・有機物コロイド

動に関わる観点としては，1)化学物質の界面相への濃縮，

が影響を与える可能性を踏まえて，立地調査の一貫として

2)キャリアとしてのコロイド粒子の表面改質に伴うコロ

のコロイド調査手法の妥当性の検証および地下水移行シ

イド安定性の変化，さらに 3)マトリクス界面の濡れ性の変

ナリオにコロイドを考慮するか否かの判断基準の明確化

化に伴う選択流路の形成などによる水移動機構の変化，の

が，安全規制支援研究に求められている．

3 点の理解が重要である．
3.7.1

産業技術総合研究所・深部地質環境研究コアが取り組ん

コロイド粒子安定性への寄与

でいる研究課題として，地下原位置での無機・有機物コロ

環境中におけるさまざまな化学物質の動態に関わる腐

イドの存在の有無および化学形態の把握に資する分析手

植物質の機能を整理し解析していくうえでの着目すべき

法の有効性や定量性の検討，および，概要調査時に想定さ

点は，腐植物質が界面活性剤的機能と高分子電解質的性質

れる地表からのロングレンジの掘削調査，または精密調査

を内在する分子構造を有していることである．両者に共通

時に想定される坑道からのショートレンジの水平掘削調

する学術上の問題は，疎水性相互作用と荷電の効果によっ

査における人為的擾乱が原位置コロイド特性に及ぼす影

てもたらされると推測される変化について，明確な熱力学

響評価が挙げられる．これらの課題の一部は，原子力機

的な解法が見つかっていない点である．

構・瑞浪超深地層研究所との共同研究の一環として実施さ

腐植物質の収着によりコロイド粒子は，静電的な効果の

れており，平成 22 年度はコロイド・有機物・微生物を対

増強と立体的障害によって分散し易くなる．この事実は，

象としたショートレンジの水平掘削調査を深度 300 m 研

海水環境下でも有機物が多いと沈殿が生じにくいことな

究アクセス坑道と 100 m 計測横坑で実施した．具体的には，

どから指摘されていたが，最近の原子間力顕微鏡 (AFM)

1) 高圧状態を維持した限外ろ過によるサイズ分画を行

の測定結果[80]から決定的なものとなった．一方，同じ腐

った原液とろ液の微量元素分析によるコロイドの化学組

植物質分子が同時に 2 個以上のコロイド粒子に収着する場

成と相関する元素の特定 [49]

合もあり，このとき粘土粒子は互いに架橋しあって凝集す

2) ろ過膜上に捕集されたコロイドのナノ二次イオン質

る．このような凝集分散挙動は，コロイドとともに底泥や

量 分 析 計 (NanoSIMS) ・ 高 分 解 能 透 過 型 電 子 顕 微 鏡

浮遊懸濁態の移動に直接関わる因子と考えられる．

(HR-TEM)・AFMを用いたナノメータースケールにおける

3.7.2

元素マッピングと鉱物学的解析 [86]

マトリクス界面の濡れ性の変化

森林土など有機物の多い土壌では，顕著な撥水性が出現

3) 地下水中の腐植物質を対象とした三次元蛍光分光光

しフィンガー流が生じることが報告されている[81]．撥水

度測定・高速液体サイズ排除クロマトグラフィー分析

性の出現は，フミン酸が有する界面活性剤的機能によって

(HPSEC) [5]・熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析

疎水基を気相側へ向けた収着形態によって，土壌細孔に多

(Py-GC MS)を瑞浪超深地層研究所で採取された地下水を

くの空気を保持する結果になり，そのことによって接触角

対象に行っている．

がより疎水性側にシフトすることとして理解できる[82]．

上記の取り組みに加えて，限外ろ過膜の超薄片を収束イ

フィンガー流の形成は土壌マトリクス内部の水理学的な

オンビーム法（FIB）により作成し，ろ過膜上に捕集され

条件の質的変化を意味し，コロイドの輸送の観点からは無

たコロイドのNanoSIMSによる化学・鉱物組成の測定結果

視できない要素である．

（Fig.3）に基づき有機・無機コロイドを定量する試み[87]

3.7.3

や，核種—コロイド錯体の安定度定数の室内試験に必要な

コロイド促進型輸送のモデル実験

以上によって，有機物の収着とそれに伴うコロイド界面

量のコロイドを，坑道の採水装置を用いて分離精製する手

化学的な協同現象，さらに誘発されるコロイド粒子の凝集

法の検討を行っている．（鈴木，渡部）
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領域を対象とするかで，評価対象とすべきコロイドや条件
を絞り込むことが可能である．一方，コロイドの環境動態
を実験室で理解するには，フィールドとの空間スケールの
違い，時間スケール，境界設定，雰囲気の違いなどの制約
のために限界がある． (田中, 新堀)

Fig. 3 NanoSIMS mapping of total ions (left) and

56

Fe16O

(right) from a focused ion beam milled membrane
filter (10000Da) with groundwater colloids [87]. A
dotted square in the left panel was analyzed for
56

Fe18O.

4

地下水コロイド研究の今後の展開

4.1 コロイド評価の体系化

Fig. 4 Colloid evaluation concept for geological disposal.

3章で紹介したように，コロイドに関する研究は，大学
ならびに研究機関において基礎基盤が蓄積されていると

4.2 フィールド調査—実験室研究の連携

ともに，地下研究施設を活用した知見の収集が進められつ

多くの地下水コロイド研究では，実験室において合成さ

つある．これらの知見を放射性廃棄物処分の安全評価に集

れたコロイド，あるいは，天然環境から回収されたコロイ

約させていくためには，コロイド評価の全体像を把握した

ドを物理・化学的操作によって精製したものが用いられて

うえで，反映先を明確にした取り組みが効果的である．

きた．このようなコロイド研究の目的は，十分にキャラク

10万年以上にも及ぶ処分システムの安全評価において

タライズされ，かつ，均質なコロイドを用いて，核種の収

は，対象とする時間スケールでコロイドの生成や核種移行

着やコロイドの凝集・分散，移行等の重要な素過程に関す

への影響は異なる．また，処分システムにおけるコロイド

るメカニズムの解明やモデルの構築・高度化を進めること

の生成，核種移行への影響は，対象とする領域および地質，

である．この点において，複雑な天然環境でのコロイドの

地下水の性質等でも異なる．したがって，コロイドの影響

ふるまいを理解可能な程度まで分解するという還元論的

評価のための研究は，時間スケールと対象とする領域の雰

なアプローチに立脚していると言える．しかし，実環境で

囲気や状態を反映したものである必要がある．

は，種類（有機，無機；結晶性，非晶質），形状（繊維状，

時間スケールと対象領域に応じてポイントとなるコロ

粒子状，シート状），活性な（表面）官能基の種類と量な

イド研究課題の関与をFig.4に整理した．処分場閉鎖後，

ど，さまざまな点において多様なコロイドが共存している

初期に期待されたような処分場領域の冠水・膨潤等が達成

[88]．また，ある特定のコロイドに分類されたとしても，

され，健全な人工バリアが成立した場合，緩衝材領域でベ

腐植物質のように，構成粒子のサイズや構造に幅がある，

ントナイト起源のコロイドが生成する．その後，オーバー

つまり，不均質であることも挙げられる[89]．このような

パックの腐食に伴い，鉄起源のコロイドが生成する．数千

不均質性は異種コロイドの複合体に対しても当てはまり，

年から数万年のオーダーでは，オーバーパック腐食の進展

実際に，環境中から採取された無機（鉱物）コロイドの表

に伴い，ガラス固化体と地下水が接触し，シリカベースの

面が腐植物質のような有機コロイドで覆われていること

コロイドが生成する．ここまでは，バリア材を起源とする

が知られている[90]．

コロイドの生成が評価事象となる．ガラス固化体と地下水

このように多様かつ不均質なコロイドが核種の移行に

が接触すると同時に放射性核種が地下水へ溶解し，真性コ

与える影響を理解，モデル化するうえで，上述の還元論的

ロイド，擬似コロイドを形成する．擬似コロイドは，ベン

アプローチのみでは限界もある．つまり，合成や精製され

トナイト‐CSH‐Fe‐シリカ・コロイドと放射性核種との

たコロイドでは，天然の場におけるコロイドの凝集・分散

複合的相互作用によって生成するため，この段階ではコロ

状態や他のコロイドやイオン，分子との相互作用などの情

イドと放射性核種の反応が主な評価事象となる．また，同

報が失われてしまい，そのような情報が素過程の単純な線

時に人工バリア領域での放射性核種コロイドの拡散，収着，

形和では表し得ないことが想定される[52]．したがって，

フィルトレーション現象の発現，とくに緩衝材によるフィ

実験室における“モデル”コロイドを用いた研究と並行し

ルトレーションが重要な評価事象である．さらに，数万年

て，天然環境におけるコロイドの状態をできるだけ保持し

以降，期待される緩衝材のバリア機能が消失した場合，天

た研究を行い，観察された特性および主要プロセスと室内

然起源のコロイドが人工バリア領域に侵入するため，天然

試験結果を比較検証するといった逆方向のアプローチも

起源のコロイドの関与が主な評価事象となる．

同時に求められる．

このように，コロイド評価は，どの時間スケールとどの
10
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放射性廃棄物の地層処分の対象となる地下 300 m 以深の
コロイドを採取するためには，地表からボーリングを行う

5

まとめ

か，あるいは，前述した原子力機構で現在進められている
瑞浪と幌延地域の地下研究施設（URL）を利用できる

我が国におけるコロイド研究は，知見の共有化と研究の

[91-93]．いずれの場合も，コロイドの凝集・分散状態の変

効率性という観点においては，これまで専門家集団として

化や収着質の脱離，新たなコロイドの生成といった試料採

のネットワークが充分に活用されているとはいえなかっ

取自体に起因する二次的影響を排除するために，可能な限

た．本総説では，コロイド研究について科学的基盤の充実

り試料の物理的（温度，圧力）
，化学的条件（pH，Eh）を

と多角的見地からの知見の活用を図るため，各機関におけ

保持したサンプリングを行うことが不可欠である．換言す

る取り組みと知見の共有化の現状を再確認するとともに，

れば，サンプリングの柔軟性，原位置での分析・試験の可

我が国におけるコロイド研究の方向性について共通認識

能性の点から，今後，我が国における深部地下水コロイド

の明確化を図った．これにより，専門家集団としての科学

研究のハブ拠点として URL が果たす役割が重要となって

的基礎の構築と知見の信頼性向上を効率的に進められる

くる．瑞浪と幌延地域の URL では，前述のように原位置

ことが今後期待できる．

の高水圧条件を利用した限外ろ過手法や化学条件を維持

地層処分の実現に向けて，研究実施者は，処分事業者側

した試料採取方法などの開発が進められているが，今後，

や安全規制側に対し必要な研究課題や基盤研究成果を事

原位置試験による核種のアナログ元素を使用したコロイ

業の進展に応じて提示していくことが重要である．他方，

ドの元素担持（擬似コロイド生成）・輸送能力の直接的観

成果の利用者である処分事業者側や安全規制側には，基盤

察や室内実験で取得されたパラメータの検証といった試

研究成果を活用し，安全評価の考え方や手法，知見の取捨

験研究を，組織間で相互補完しながら連携して行っていく

選択の判断，安全理論の構築を整備していくことを期待す

ことでコロイド研究を効果的に展開していくことが可能

る．これらの需給関係を効率的に進めるためには，今後よ

になる．（斉藤, 濱, 岩月）

り広範囲のネットワークにおける認識の共有化が必要で
ある．
本総説を取りまとめるにあたって行ってきた，関係者間

4.3 ネットワーク構築の必要性

での意見交換や方向性の整理を通じて，個々の知見を補完，

これまで述べてきたように，コロイド研究においてはさ
まざまな観点からの研究が必要不可欠である．そのため，

統合化する技術も必要であることがわかる．また，地層処

原子力機構と東京大学，金沢大学，あるいは電力中央研究

分の実現には科学的・技術的背景などの透明性や追跡性が

所との共同研究等，ある程度の連携研究は進んでいる．今

求められ，コロイドに関する先端科学的な知見も，ステー

後はそれぞれの研究機関の研究を相互に尊重しつつも，原

クフォルダをはじめ非専門家に伝わる形に整理されなけ

子力機構，大学および民間企業間のさらなる共同研究等を

ればならない．その意味での実効的なネットワークのある

通じて，次の点についての意見交換が必要と考える．

べき姿もさらに議論していくことが求められる．
（田中, 新

1) 処分の性能評価に資する知見としてのレビュー

堀, 長尾）

2) 理解が不十分あるいは適切でない現象の洗い出し
3) 今後の研究の方向の取りまとめ
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