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硝酸イオン化学的変遷挙動評価モデルの施肥由来硝酸性窒素汚染事例への適用
阿部徹＊1

平野史生＊2 三原守弘＊2 本田明＊2

硝酸イオン化学的変遷挙動評価モデル（NEON）は，地層処分施設およびその周辺における硝酸イオンの化学的変遷挙
動を把握するために開発された評価ツールである．硝酸イオンは TRU 廃棄物に易溶性の塩として含まれており，放射性
物質の移行挙動に影響を及ぼす可能性がある．したがって，地層処分の安全性を評価するための基礎情報として硝酸イ
オンの化学形態の変化を評価する必要がある．NEON では硝酸イオンと，金属，鉱物および微生物との反応がモデル化
されており，このうち微生物との反応は微生物の活動による窒素循環等の過程を取り入れて構築している．各反応モデ
ルは室内実験の結果と比較され，おおむね再現できることが確認されている．そこで，TRU 廃棄物の地層処分を想定し
たスケールにおける NEON の適用性を評価することを目的として，地下水の硝酸性窒素汚染の天然事例について再現解
析を実施し，モデルの適用性を評価した．再現解析には広島県生口島の事例を取り上げた．NEON を用いて計算された
硝酸イオンおよびその化学変遷物であるアンモニウムイオンの濃度分布は，数百メートル規模でおおむね再現しており，
NEON の広域的条件における適用性が示された．
Keywords: 地層処分，TRU 廃棄物，硝酸イオン，インダストリアルアナログ，硝酸イオン化学変遷，硝酸性窒素汚染
Degradation of TRU waste in a geological disposal facility may cause the formation of a nitrate plume. A Nitrate Evolution model
due to mineral reactions, microbial activity, and metal corrosiON (NEON) has therefore been developed to evaluate the chemical
behavior of a nitrate plume and assess its potential to impact on radionuclide migration and the safety case for geological disposal of
TRU waste. The NEON model includes the redox reactions of nitrogen, as nitrate, nitrite and ammonium ions, and their reaction with
groundwater, minerals, microorganisms, including the microbial mediated nitrogen cycle, and metal corrosion products. Small scale
laboratory experiments can be reproduced satisfactorily, however, it is necessary to demonstrate the applicability of the NEON model
on scales relevant to the geological disposal of TRU waste. In the current study, an industrial analogue of a nitrate plume from the
pollution of groundwater from nitrate fertilizers used on Ikuchi Island in Hiroshima Prefecture, Japan was selected to test the
applicability of the NEON model. Concentration profiles of nitrate and ammonium ions in the groundwater were successfully
reproduced over the hundreds of meters scale demonstrating the applicability of the NEON model in evaluating the chemical behavior
of a nitrate plume derived from the geological disposal of TRU waste.
Keywords: geological disposal, TRU waste, nitrate ion, industrial analog, nitrate evolution, nitrate plume
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し て ， NEON (Model for Nitrate Evolution due to mineral

緒言

reaction, microbial activity and metal corrosiON)を構築した[2]．
わが国は，資源の有効利用，高レベル放射性廃棄物の減

NEON では，硝酸イオンと，①処分施設内に存在する鉄

容化・有害度低減等の観点から，使用済み核燃料を再処理

等の金属，②処分施設周辺の岩盤に存在する鉱物および③

し，回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイ

微生物，との化学的相互作用とそれによる硝酸イオンの化

クルの推進を基本的方針としている[1]．再処理に伴い超ウ

学的変遷挙動に基づき，化学反応とその反応速度がモデル

ラン核種を含む TRU 廃棄物が発生するが，TRU 廃棄物の

化されている．これらのモデルは，個別の現象ごとに室内

一部には硝酸イオンが易溶性の塩として含まれる．

試験の結果と比較され，解析結果が試験結果とおおむね一

TRU 廃棄物を地下深部に処分する場合，酸化性の化学種

致することが確認されている[2-4]．

である硝酸イオンは，処分環境の酸化還元状態を変化させ

しかしながら，地層処分における安全性の評価では，地

ると共に，硝酸イオンおよびその還元生成物であるアンモ

下の処分場とその周辺岩盤における物質移行が対象となる

ニアが放射性元素と錯体を形成することにより，放射性物

ことから，室内試験より広域的な空間スケールのフィール

質の移行挙動に影響を及ぼす可能性がある．このため硝酸

ドデータとの比較等を通じてモデルの適用性を確認するこ

塩を含有する TRU 廃棄物の処分における安全性を評価す

とが重要である．このようなデータとして，例えば，農業

るには，深部地下環境における硝酸イオンの化学形態の長

の分野では，自然界での施肥等による地下水の硝酸性窒素

期的な変化を評価することが必要である．日本原子力研究

汚染について多くの研究が行われており，硝酸イオンの濃

開発機構（以下，原子力機構）は，処分場閉鎖後の硝酸イ

度分布をはじめとしたさまざまなフィールドデータが報告

オンの化学的変遷挙動を解析により評価することを目的と

されている[例えば 5, 6]．これらのデータをインダストリア
ルアナログ[7]として活用することが可能である．
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大西ら[8]は，広島県生口島（いくちじま）において数十
年規模で行われている施肥の影響による硝酸性窒素汚染事
例の調査を行い，地下水中の硝酸イオン濃度に加え，溶存
酸素，溶存有機物，アンモニウムイオン濃度等の化学種に
関して体系的な測定データを報告している．また，海岸線
から約 1 km 内陸までの鉛直二次元断面について Kriging 法
によって作成した各濃度分布から，調査対象地域の一部に
おいて微生物の活動に起因した硝化反応および脱窒反応が
起きている可能性を示している．
本研究では，より広域的なフィールドにおける NEON の
適用性を確認することを目的として，NEON における微生
3
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物と硝酸イオンとの化学的相互作用と，物質輸送とを連成

NEON におけるパラメータの詳細については原子力機構が

させた解析モデルを用いて，生口島における硝酸性窒素汚

作成した報告書[2]を参照されたい．

染事例の再現解析を行った．
2.2.1 可溶性有機物の供給と消費
2

ASM を含む微生物モデルにおいて多くの場合，微生物は

NEON の概要

可溶性有機物を利用するものとされており，分子量の大き
2.1 NEON の微生物反応モデルの概要

な固体有機物は可溶性有機物に分解されてから利用される．

前述したように NEON は金属，鉱物および微生物の作用

NEON では固体有機物を非生物的過程で分解される分解性

による硝酸イオンの化学的変遷挙動をモデル化したもので

固体有機物（以下，Xs）と分解されにくい難分解性固体有

ある．このうち微生物による作用については，微生物の増

機物（以下，Xinert）に分類しており，これら固体有機物の

殖と死滅による炭素および窒素の循環等の過程を取り入れ， 分解によって生成される多様な可溶性有機物を次のプロセ
活性汚泥モデルである ASM(Active Sludge Model)[9]を改良

スである硝酸呼吸への利用しやすさに応じて高利用性有機

し，数学モデルとして構築している[2]．

物（以下，Zssa）
，中利用性有機物（以下，Zssb），低利用性有

微生物による作用の 1 つとしては脱窒反応があり，硝酸

機物（以下，Zssc）の 3 種類に分類される．また，固体有機

呼吸能をもつ多数の細菌の存在が認められている[例えば

物が分解されたときは一定の割合で Zssa，Zssb，Zssc が生成

10]．硝酸呼吸は一般に酸素の少ない嫌気条件でおこる．酸

されると仮定し，Xs から Zssa が生成される比率を𝑓1𝑎 ，Zssb

素が多い条件では酸素呼吸を優先し，酸素が少なくかつ硝

が生成される比率を𝑓1𝑏 ，Zssc が生成される比率を𝑓1𝑐 ，Xinert

酸や亜硝酸等の脱窒基質が存在する条件で酸素呼吸に代わ

から Zssa が生成される比率を𝑓2𝑎 ，Zssb が生成される比率を

って硝酸呼吸が行われる．

𝑓2𝑏 ，Zssc が生成される比率を𝑓2𝑐 としている．このとき，各

また，
脱窒反応は電子の授受を伴う酸化還元反応であり，

分配比率の総和を𝑓1𝑎 + 𝑓1𝑏 + 𝑓1𝑐 = 1，𝑓2𝑎 + 𝑓2𝑏 + 𝑓2𝑐 = 1と

電子受容体である硝酸イオンに対して有機物等の電子供与

している．ここで，NEON における Xs の可溶化反応の速度

体が必要となる．TRU 廃棄物中には，除染等で使用したウ

式を式(1)に，Xinert の可溶化反応の速度式を式(2)にそれぞれ

エス等の有機物が存在し，さらに処分施設の建設に用いら

示す．固体有機物の可溶化における反応速度は，固体有機

れるコンクリートにおいても，コンクリートの流動性を高

炭素量に対する一次式としてモデル化されている．

めるといった観点から有機系の添加剤（例えば，ポリカル
ボン酸等）が用いられる可能性がある．このような処分施
設に存在すると想定される有機物は，NEON において硝酸
呼吸時における電子供与体としての利用しやすさに応じて
3 種類に分類されている．ウエス（主にセルロース）の分
解生成物であるイソサッカリン酸等の低分子有機化合物を

𝑑 𝑋𝑠
= −𝑘1 ∙ 𝑋𝑠
𝑑𝑡

(1)

𝑑 𝑋𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡
= −𝑘2 ∙ 𝑋𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡
𝑑𝑡

(2)

「高利用性有機物」
，コンクリート添加剤等の合成高分子有

ここで 𝑋𝑠 (mol-C/dm3)および 𝑋𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 (mol-C/dm3)は，それ

機化合物やその分解生成物を「中利用性有機物」
，さらに地

ぞれ単位体積の空間に存在する Xs および Xinert の量に対応

下水中のフミン酸等の天然高分子有機化合物を「低利用性

した炭素量として定義される．また，𝑘1 (1/s)は Xs の分解

有機物」として定義して取り扱われている．これら有機物

速度定数であり，𝑘2 (1/s)は Xinert の分解速度定数である．

に関係するパラメータは，脱窒反応における役割から，解
析における重要なパラメータの 1 つであるといえる．

2.2.2 可溶性有機物を利用した微生物の増殖
NEON において取り扱っている硝酸還元菌（以下，Xb1）

脱窒反応について多くの研究が行われており，Hill らに
よって提唱された，自然界における脱窒反応の有無の指標

の空間密度に対応した炭素量の時間変化を式(3)に示す．

となる地下水中の酸素濃度の影響もその研究事例の 1 つで

𝑑 𝑋𝑏1
= 𝑅𝑔1 + 𝑅𝑑1
𝑑𝑡

ある[11]．Hill らは地下水の溶存酸素濃度が 2～3 mg/dm3 以
下となるとき，微生物の活動により硝酸性窒素濃度が減衰

(3)

たり，微生物による作用の有無を設定する重要な指標とな

ここで， 𝑋𝑏1 (mol-C/dm3)は，単位体積の空間に存在する
Xb1 の菌数に対応した炭素数として定義される．𝑅𝑔1 (mol-

る．

C/dm3･s)と𝑅𝑑1 (mol-C/dm3･s)は，それぞれ Xb1 の増殖速度

すると述べている．これは NEON を用いた解析を行うに当

と死滅速度である．本項では，このうち増殖速度について
2.2 NEON の微生物反応モデルで考慮されているプロセス

示す．なお，NEON において取り扱っている亜硝酸還元菌

原子力機構は室内試験や文献[例えば 12-15]を通じて，微

（以下，Xb2）の反応密度に対応した炭素量の時間変化につ

生物の増殖と死滅による窒素循環に関する主なプロセスで

いても，式(3)と同様に表されている．
NEON における有機物を利用した微生物の増殖としては，

ある「固体有機物の可溶化」，
「有機物を利用した硝酸還元
菌等の増殖」
，
「硝酸還元菌等の死滅」等に関する速度パラ

Xb1 による硝酸イオンから亜硝酸イオンへの還元と，Xb2 に

メータおよび反応係数を導き，NEON に用いている．NEON

よる亜硝酸イオンから窒素ガスへの還元の 2 段階を取り扱

の微生物の作用における主なプロセスである，上記 3 つの

っている．一方，硝酸イオンから窒素への直接的な還元に

プロセスにおける反応速度式の概要等を以下に示す．

関しては，微生物の種類が限定的であることから取り扱っ
4
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ていない．各微生物の増殖速度は ASM の取り扱いに従い

有機物（Xs，Xinert）
，および利用性の高さに応じた 3 種類の

Monod 式[16]で表し，前述した有機物の利用性の 3 分類と，

可溶性有機物（Zssa，Zssb，Zssc）の，計 5 種類の有機物に変

微生物 2 種類を組み合わせて計 6 種類の反応を考慮してい

化するとしている．このとき，Xs，Xinert，Zssa，Zssb，Zssc は

る．反応機構としては Zssa などの可溶性有機物の一部が微

一定の割合で生成されると仮定しており，Xb1 から Xs が生

生物の増殖に使われ，残りは代謝に利用され CO2 となる．
Xb1 の増殖速度𝑅𝑔1 を式(4)に示す．

成される比率を f9a，Xinert が生成される比率を f9b，Zssa が生
成される比率を f9c，Zssb が生成される比率を f9d，Zssc が生成
される比率を f9e としている．このとき，各分配比率の総和

𝑅𝑔1 = 𝑅𝑔1𝑎 +𝑅𝑔1𝑏 +𝑅𝑔1𝑐

を𝑓9𝑎 + 𝑓9𝑏 + 𝑓9𝑐 + 𝑓9𝑑 + 𝑓9𝑒 = 1としている．また，死滅菌

= 𝑘3𝑎

𝑍𝑠𝑠𝑎
∙
𝐾𝑠𝑠𝑎 + 𝑍𝑠𝑠𝑎

𝑍𝑛𝑜𝑡
∙
𝐾𝑛𝑜𝑡 + 𝑍𝑛𝑜𝑡

+𝑘3𝑏

𝑍𝑠𝑠𝑏
∙
𝐾𝑠𝑠𝑏 + 𝑍𝑠𝑠𝑏

𝑍𝑛𝑜𝑡
∙
𝐾𝑛𝑜𝑡 + 𝑍𝑛𝑜𝑡

∙ 𝑋𝑏1

+𝑘3𝑐

𝑍𝑠𝑠𝑐
∙
𝐾𝑠𝑠𝑐 + 𝑍𝑠𝑠𝑐

𝑍𝑛𝑜𝑡
∙
𝐾𝑛𝑜𝑡 + 𝑍𝑛𝑜𝑡

∙ 𝑋𝑏1

体中の窒素が固体性窒素化合物（以下，Xnd）を経て生成す

∙ 𝑋𝑏1

るアンモニアと菌液等に含まれるアンモニアについても考
慮している．式(5)に，Xb1 が死滅して 5 種類の有機物が生
成されるときの速度𝑅𝑑1 を示す．

(4)

𝑅𝑑1 = −𝑏𝐻1 ∙ 𝑋𝑏1

(5)

ここで，𝑏𝐻1 (1/s)は死滅した菌体から有機物が生成される
際の速度定数である．

ここで，Rg1a，Rg1b，Rg1c は，それぞれ可溶性有機物として

他方，Xnd からアンモニアが生成される速度は Xnd の量に

Zssa，Zssb，Zssc を用いる場合の増殖速度を示している．また，

対応した一次式としてモデル化されている．式(6)に，Xnd か

𝑋𝑏1 (mol-C/dm3)は単位体積の空間に存在する Xb1 の菌数

らアンモニアが生成される速度𝑅𝑁 を示す．

に対応した炭素数として定義される．[Zssa]，[Zssb]，[Zssc]

𝑅𝑁 = −𝑘𝑁 ∙ 𝑋𝑛𝑑

(mol-C/dm3)および[Znot] (mol-N/dm3)は，それぞれ液相中の

(6)

Zssa，Zssb，Zssc の濃度および硝酸イオンの濃度を示している．

ここで， 𝑋𝑛𝑑 (mol-N/dm3)は，単位体積の空間に存在する

また，[Kssa]，[Kssb]，[Kssc] (mol-C/dm3)および Knot (mol-N/dm3)

固体性窒素化合物(Xnd)の量に対応した窒素数として定義

は，それぞれ Monod 式における Zssa，Zssb，Zssc および硝酸

される．𝑘𝑁 (1/s)は Xnd からアンモニアが生成される際の速

イオンの飽和定数を示している．k3a，k3b，k3c (1/s)はそれぞ

度定数を示している．

れ Zssa，Zssb，Zssc を利用したときの Xb1 の増殖定数である．
2.3
2.2.3 微生物の死滅により生成する有機物の再利用

微生物反応モデルにおける成分量計算および計算コ
ードへの実装

本項では，前項の式(3)における死滅項である𝑅𝑑1 につい

NEON では各成分の時間変化を追跡するため，ここまで

て述べる．NEON における微生物の死滅については ASM

の各プロセスを集約し，差分法により数値解析を行ってい

を含む一般的な微生物モデルの取り扱いに従い，単位体積

る．1 つの成分が複数の反応式に含まれていることから，

の空間に存在する微生物の菌数に対応した炭素数に対する

プロセスの集約方法として Peterson マトリクス[9]による表

一次式として死滅速度をモデル化している．ASM では死滅

現方法を用いている．この手法は ASM でも用いられてい

した菌体が固体有機物に変化して可溶化過程を経て可溶性

るものである．上記の微生物による作用を含めた NEON の

有機物として再利用されるのに対して，NEON では微生物

反応速度式群を汎用の化学計算コードのインプットに記載

の菌液等が直接利用される可能性についても考慮しており， することにより，硝酸イオンの変遷量を計算することが可
微生物が死滅する際，分解性の高さに応じた 2 種類の固体

能となっている[2]．

Fig.1 Study area (Ikuchi Island)
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解析対象地域のフィールドデータ
広島県生口島は花崗岩を基盤とした瀬戸内海上の島であ

る．果樹園面積が島の 40 %を占め，施肥に伴う河川水およ
び地下水の硝酸性窒素濃度の上昇が報告されている[17]．
一方，島南部に位置する宮原地区の一部において地下水の
硝酸性窒素濃度の減衰が確認されており，施肥による窒素
負荷量の変動や降雨水量との関係からは説明が困難であり，
地下水中の各成分の分布・推移から，部分的に脱窒反応が
Fig.2 Distribution of DO concentration on αα’ line [8]

生じている可能性が示唆された[8]．この地域の地層構造は，
表層～深度約 2 m に砂質土層，約 2～14 m に粘土質土を含
む砂礫層，約 14～17 m に花崗岩の風化土層，約 17～30 m
に花崗岩の風化軟岩が分布し，深度 30 m 付近が基盤岩と
の境界であると報告されている[18]．大西らは宮原地区に
おいて，Fig.1 に示したサンプリングポイントから地下水を
採水・分析し，各化学種の濃度分布および水理水頭分布を
報告している[8]．報告内容の一部として溶存酸素濃度分布
（Fig.2），溶存有機物濃度分布（Fig.3），硝酸イオン濃度分
布（Fig.4）
，およびアンモニウムイオン濃度分布（Fig.5）を

Fig.3 Distribution of DOC concentration on αα’ line [8]

示す．
A 地点付近には家屋が多く建ち並び，海岸から 700 m 以
上離れた山側の領域のほとんどが果樹園を中心とした農耕
地となっている．地下水中の溶存酸素濃度に着目すると，
B 地点を中心に 4 mg/dm3 以下の低濃度領域が存在している
ことがわかる．硝酸イオン濃度に着目すると，海岸から
500~700 m の領域を中心に 20 mg/dm3 以上の領域が存在し，
A 地点から海側の領域において減衰傾向を示していること
がわかる．アンモニウムイオン濃度に着目すると，B 地点
を中心とした比較的浅い領域において 1 mg/dm3 以上とな
る領域が確認できる．大西らはこれらの傾向に加えて，溶

Fig.4 Distribution of NO3--N concentration on αα’ line [8]

存有機物濃度分布も示しており，A 地点の地表から 15 m 程
度の深さ，および A 地点と B 地点の中間となるあたりの地
表に近い領域に比較的濃度の高い領域が存在していること
が確認できる．また，N2O 濃度分布から下流側深部におい
て不完全な脱窒反応が，下流側浅部において完全な脱窒反
応が起きている可能性があると結論付けている[8]．
4

NEON を用いたフィールドデータの再現解析
本研究では硝酸イオンの変遷について空間的な拡がりを

Fig.5 Distribution of NH4+-N concentration on αα’ line [8]

解析することから，汎用化学計算コードである PHREEQC
と，地下水の流れと溶存化学種の輸送を連成させた PHAST
コード[19]を用いて解析を行った． NEON の各反応式，お

4.1 解析体系および解析条件

よび反応速度式をコーディングしたものをインプットファ

大西らの報告[8]や齋藤らの報告[17, 18]を基に，対象地域

イルに組み込み，PHREEQC による化学解析を実行する際

を再現するように解析体系を設定した．各設定値を Table 1

に併せて硝酸イオンおよびその反応生成物である亜硝酸イ

に，解析体系模式図を Fig.6 に示す．

オン，アンモニウムイオン等の反応量が計算されるように

解析結果を大西らの報告内容と比較するため，Fig.1 にお

設定した．解析に必要となる熱力学データベースとしては

けるα-α’間の標高-30～+70 m を解析対象領域として設定

原子力機構の熱力学データベース 050700c0.tdb[20]を用い

し，x 軸を海岸線からの距離，z 軸を標高とした 2 次元断面

た．なお，解析では NEON による硝酸イオンの酸化還元反

により評価することとした．

応の速度論的な計算を行うため，硝酸イオンおよびその反

地層構造については，齋藤らの報告[18]における B 地点

応生成物については別途定義し，熱力学データベース上で

の地質柱状図を参考に，花崗岩風化軟岩層とそれを覆う砂

計算される化学平衡計算スキームからは除外した．

礫層との組み合わせからなる構造として設定した．なお，
6
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Table 1 Input parameters
Parameter

Value

Area

1,000 m×100 m

X-axis

0-1,000 m

Z-axis

-30-70 m

M esh size

25 m×2.5 m

Dispersivity
X-axis

100 m

Z-axis

10 m

Terrain gradient
X : 0~500m

2 m/100 m

X : 500~1,000m

12 m/100 m

Geological structure
(Depth / Hydraulic conductivity/ Assumed porosity)

Pattern I

Pattern II
-5

Graval

0-14 m / 1.7×10-5 m/s / 0.40

0-9 m / 1.7×10 m/s / 0.40
-5

Granitic weathered soil

9-17 m / 6.5×10 m/s / 0.10
-6

Granitic weathered rock
Besement rock

-5

14-17 m / 6.5×10 m/s / 0.10

17-30 m / 7.5×10 m/s / 0.10

17-30 m / 7.5×10-6 m/s / 0.10

30 m- / -

30 m- / -

Time step

2.5×10-4 y

Analysis time

20 y

Table 2 Analytical cases
Geological structure

name

Considerations of nitrate
reaction

I-ON

Pattern I

Consideration

I-OFF

Pattern I

Without consideration

II-ON

Pattern II

Consideration

II-OFF

Pattern II

Without consideration

Permeation of rain water (include Nitrate)
Area ( at X-axis )
300~1,000 m
Ratio ( to Z-axis )
-330 mm/y
Concentration ( NaNO 3 )
0.714 mmol/dm3
Concentration ( DOC )
2.50 mmol/dm3

Permeation of rain water
Area ( at X-axis )
0~300 m
Ratio ( to Z-axis )
-330 mm/y
Concentration ( NaNO 3 )
0 mol/dm3
Concentration ( DOC )
0 mol/dm3
70
Graval
Granitic weathered soil
Granitic weathered rock
Besement rock
Setting organic compounds
Bio-denitrification area

Altitude (m)

Case

齋藤らの報告によると，花崗岩風化軟岩層と砂礫層との間
に花崗岩風化土層が存在している．この風化土層は風化の

0

度合いにより間隙率が砂礫層に近い値から花崗岩風化軟

The flow of underground water

岩層に近い値まで幅広い値を示すとされており[21, 22]，本

-30
0

200

解析では花崗岩風化土層を砂礫層または花崗岩風化軟岩
0.017

層の一部として取り扱うこととした．花崗岩風化土層を砂
礫層の一部として取り扱った場合を Pattern I，花崗岩風化

る厚さが x 軸の値（海岸線からの距離）によらず一定とな
るように設定した．また，花崗岩の風化に関する各種文献
[21, 22]を参考に各層の間隙率を設定した．動水勾配は大西

0.025
0.050
Hydraulic gradient

800

1000

0.133

(a) Initial ground water : NaNO3 3.2 mmol/dm3

軟岩層の一部として取り扱った場合を Pattern II とした．こ
れらの地層構造について地表を基準として z 軸方向に対す

Reflection boundary
400
600
Distance from coastal line (m)

Permeation of rain water (include Nitrate)
Area ( at X-axis )
300~1,000 m
Ratio ( to Z-axis )
-330 mm/y
Concentration ( NaNO 3 ) 0.714 mmol/dm3
Concentration ( DOC )
2.50 mmol/dm3

Permeation of rain water
Area ( at X-axis )
0~300 m
Ratio ( to Z-axis )
-330 mm/y
Concentration ( NaNO 3 ) 0 mol/dm3
Concentration ( DOC )
0 mol/dm3
70
Graval
Granitic weathered soil
Granitic weathered rock
Besement rock
Setting organic compounds
Bio-denitrification area

らの報告内容を基に設定した．また，風化軟岩層と基盤岩
Altitude (m)

盤との境界を反射境界とし，地表から 330 mm/y のフラッ
クスで降雨水が浸透する設定とした．地層中の間隙は常に
地下水によって満たされた状態として取り扱い，解析を行
った．

0

硝酸性窒素は果樹園等において地表に散布され，雨水を

The flow of underground water
Reflection boundary

通じて地中を移動する．本解析では，硝酸性窒素を硝酸ナ

-30
0

200

トリウムとして取り扱い，文献[23]を基に土壌に浸透した
0.017

降雨水中の硝酸ナトリウム濃度（0.714 mmol/dm3）を設定
した．大西らは Fig.4 や Fig.5 といった地下水中の各化学種

400
600
Distance from coastal line (m)
0.025
0.050
Hydraulic gradient

800

1000

0.133

(b) Initial ground water : NaNO3 2.7 mmol/dm3

の濃度分布から下流域の一部で脱窒反応が起きている可
能性があるとしている．そこで本解析では，脱窒反応が比
較的起きていないと想定される x≧500 の領域における解

Fig.6 Simulation system at used pattern I (a), and pattern II (b)
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析時間経過後の硝酸イオン濃度分布が，Fig.4 に示される実

70
NO3- concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 5 ■ 15 ～ 20
■ 5 ～ 10 ■ 20 ～ 25
■ 10 ～ 15 ■ 25 ～

測分布を再現するように地下水中の硝酸ナトリウム初期濃
度を設定した．
Altitude (m)

地下水中の有機物の初期濃度の設定においては，地表か
ら雨水が浸透する際に含まれるものと，地中の固体有機物
が地下水中に溶出するものの 2 種類を想定した．前者の有

0

機物については，地表における動植物の死骸等から発生す
るが，その発生速度は不明であるため，渡辺らの文献[24]に

(a)

ある温帯における有機物層から鉱質土層に供給される溶存

-30

有機炭素量を採用した．大西らによると生口島の年降水量
は 1,059 mm であり[8]，齋藤らはその約 30 %程度が地下水

0

200

400
600
800
Distance from coastal line (m)

1000

70
NO3- concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 5 ■ 15 ～ 20
■ 5 ～ 10 ■ 20 ～ 25
■ 10 ～ 15 ■ 25 ～

として流出すると推定していることから[18]，年間に地表
から浸透する雨水の量を算出し，上記の溶存有機炭素量が
Altitude (m)

雨水に含まれるとして，地表から浸透する雨水に含まれる
溶存有機物濃度を設定した．後者については，大西らの報
告（Fig.3）を参考に，A 地点の深度 15 m 付近（400 < x <

0

425）および深度 0～15 m（275 < x < 350）の地点に固体の
有機物を設定し，これらが一定の割合で地下水に溶出する

(b)

ものとした．これにより解析時間経過後の溶存有機物濃度

-30

分布が大西らの報告[8]を再現するように設定した．NEON
を用いた解析を行うに当たり，有機物について微生物活動

0

70

における有機物は，前述のとおり，地表の動植物の死骸等
Altitude (m)

は高いものとして，2.1 における高利用性有機物を選択し
た．時間ステップについては，1 time step に地下水が進む

400
600
800
Distance from coastal line (m)

1000

NO3- concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 5 ■ 15 ～ 20
■ 5 ～ 10 ■ 20 ～ 25
■ 10 ～ 15 ■ 25 ～

における利用性の高さを設定する必要がある．今回の解析
を発生源としていることから，微生物活動における利用性

200

0

距離を水平方向におけるメッシュサイズで除した値である
クーラン数を指標として，クーラン数が 1 より十分小さく

(c)

なるように設定した．

-30

本研究は NEON における微生物の作用に関するモデル
の適用性を評価することを目的としている．そこで，前述

0

200

400
600
800
Distance from coastal line (m)

1000

70
NO3- concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 5 ■ 15 ～ 20
■ 5 ～ 10 ■ 20 ～ 25
■ 10 ～ 15 ■ 25 ～

した 2 パターンの地質構造に対して NEON による硝酸塩
の化学的変遷を考慮した場合と，考慮せず物質移行のみ実
Altitude (m)

施した場合の解析をそれぞれ実施した．これらの条件の組
合せにより設定された解析ケースを Table 2 に示す．
大西らや齋藤らによる知見では，硝酸性窒素濃度は季節

0

変動があるものの経過年数による変動は確認できないとし
ている．そこで本解析では，解析領域において定常的に同

(d)

一の濃度分布を示すために必要となる時間を指標として解

-30

析時間を設定し，解析の結果をフィールドデータと比較し
た．Table 2 におけるすべての解析ケースについて，解析上

0

70

1 %未満となる解析時間について検討したところ，解析時
Altitude (m)

め，本研究における解析時間を 20 年と設定した．

400
600
800
Distance from coastal line (m)

NO3- concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 5 ■ 15 ～ 20
■ 5 ～ 10 ■ 20 ～ 25
■ 10 ～ 15 ■ 25 ～

のすべてのセルにおいて 1 年間の硝酸イオン濃度変化が
間として 17 年以上経過することでこの条件を満足したた

200

1000

aquifer

0

4.2 解析結果
各ケースにおける硝酸イオン濃度分布を Fig.7 に示す．

(e)

また，それぞれの解析結果を Fig.4 と比較するため，実測

-30

値（Fig.4）における等高線間の濃度が距離に比例して変化
していると仮定して Fig.7(e)を作図した．

0

200

400
600
800
Distance from coastal line (m)

1000

Fig.7 Simulated and measured concentrations of NO3-

フィールドデータからは硝酸イオンの著しい減衰傾向が

(a)I-ON (b)I-OFF (c)II-ON (d)II-OFF (e)field data

認められなかった x≧500 の領域において，硝酸塩の化学
8
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70

変遷を考慮しない解析ケース I-OFF および II-OFF の解析

Altitude (m)

NH4+ concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 1
■ 1 ～ 2
■ 2 ～

結果である Fig.7(b)および(d)が(e)に示される硝酸イオン濃
度分布をおおむね再現していた．このことから，地層構造
等の物質移行に関与する各パラメータの設定値は妥当であ
ると考えられる．また，Fig.7(a)と(c)，(b)と(d)をそれぞれ比
較したところ，地層構造の違いによる大きな差異は確認さ

0

れなかった．
一方，(a)と(b)，(c)と(d)を比較することにより NEON に

(a)
-30

0
0

100

200
200

400
600
800
Distance from coastal line (m)
300

400

500

600

700

800

900

よって算出された硝酸塩の化学的変遷挙動が硝酸イオンの

1000
1000

濃度分布に影響を与えていることが確認でき，(a)および(c)

70

は(e)に近い硝酸イオン濃度分布を示した．とくに 300≦x≦

Altitude (m)

NH4+ concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 1
■ 1 ～ 2
■ 2 ～

400 の領域において(e)で確認される局所的かつ著しい硝酸
イオン濃度の減衰傾向が(a)および(c)において確認される
のに対し， (b)および(d)ではこの傾向が確認されなかった．
この領域では Fig.2 で示されているように地下水中の溶存
酸素濃度が低いため微生物が硝酸呼吸を行っていると考え

0

られており，NEON による化学的変遷を考慮した解析によ
り，この減衰傾向をおおむね再現できたと考えられる．但

(b)
-30

0

70

200

400
600
800
Distance from coastal line (m)

し，200≦x≦300，深度 10 m 以深の領域においては，フィ

1000

ールドデータと比べて硝酸イオン濃度がやや低い結果とな
った．(e)に示したフィールドデータでは，B 地点の深度 20

Altitude (m)

NH4+ concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 1
■ 1 ～ 2
■ 2 ～

m 以深において 10μg-N/dm3 程度の亜酸化窒素が確認され
ており[8]，同領域において不完全な脱窒反応が生じた可能
性があるとされている．しかしながら本解析のモデルでは
このような不完全な脱窒反応を考慮することができず，こ
のことがフィールドデータとの違いが生じた要因である可

0

能性がある．
各解析ケースにおけるアンモニウムイオン濃度分布を

(c)
-30

0

200

400
600
800
Distance from coastal line (m)

Fig.8 に示す．Fig.7 と同様に Fig.5 のフィールドデータを基

1000

として Fig.8(e)を作成した．アンモニウムイオンは解析上，

70

NEON における化学的変遷により生成されるため，(b)およ

Altitude (m)

NH4+ concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 1
■ 1 ～ 2
■ 2 ～

び(d)においてアンモニウムイオンは確認されない．一方，
(a)および(c)では微生物との作用が起こりうる 300≦x≦400
の地表に近い領域でアンモニウムイオンが生成されている
ことが確認できた．また，同領域における地下水中のアン
モニウムイオン濃度はフィールドデータと同程度であり，

0

NEON による化学的変遷挙動を考慮した解析により，フィ
ールドデータのアンモニウムイオン濃度分布をおおむね再

(d)
-30

0

70

200

400
600
800
Distance from coastal line (m)

Altitude (m)

NH4+ concentration（mg-N/dm3）
□ ～ 1
■ 1 ～ 2
■ 2 ～
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結言
本研究では，TRU 放射性廃棄物の処分場閉鎖後における

硝酸イオンの化学的変遷挙動を解析により評価することを
目的として開発された NEON の広域な体系に対する適用
性を，広島県生口島における地下水の硝酸性窒素汚染事例

0

の再現解析を行うことにより評価した．
各種文献およびフィールドデータを基に解析領域の体系
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を設定したうえで，x≧500 の領域における硝酸イオン濃度

1000

分布がフィールドデータを再現するような地下水，および

Fig.8 Simulated and measured concentrations of NH4+

降雨水の組み合わせを仮定した．

(a)I-ON (b)I-OFF (c)II-ON (d)II-OFF (e)field data

この解析体系を用いて，2 種類の地層，および NEON に
よる化学的変遷挙動の考慮の有無を組み合わせて解析ケー
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materials, Radwaste Magazine, 2(1), pp.32-42 (1995).

スを設定し，x≦500 の領域における硝酸イオン濃度，およ
びその変遷物であるアンモニウムイオン濃度の分布を確認

[8]

大西晃輝, 小野寺真一, 齋藤光代, 清水裕太, 吉川昌

した．その結果，NEON による化学的変遷挙動を考慮した

志: 大量施肥農業流域における不圧地下水中での溶

解析ケースにおいて，硝酸イオン，アンモニウムイオン濃

存 N2O の空間分布特性.陸水学雑誌 75(1), pp.1-11
(2014).

度分布ともにフィールドデータをよく再現していた．
以上のことから，NEON の微生物との作用の評価手法は

[9]

国際水協会・生物学的廃水処理の設計および運転を支

広域的空間へも適用可能であると考えられる．他方，微生

援するための数学モデルに関するタスクグループ編,

物の活動に必要な地下水中の溶存有機物について，地中に

味埜俊監訳: 活性汚泥モデル: ASM1, ASM2, ASM2d,
ASM3. 環境新聞社, 東京 (2005).

固体有機物を設定し，そこから地下水へ溶出するとした特
殊な条件を仮想して解析を実施していることから，今後，

[10] 長沼毅, 足立奈保美, 藤田夕佳, 谷本大輔, 渡辺史子,

実態を詳細に調査して，フィールドデータを拡充すると共

岡本拓士, 村上由記, 天野健治, 岩月輝希, 濱克宏:

に，拡充したデータを反映した評価を進めていくことが重

東濃地下の窒素固定菌・硝化菌・脱窒菌: 地下微生物

要である．このように，モデルの妥当性の面からだけでは

が地下窒素サイクルに関与する可能性. 地球惑星科

なく，フィールドデータの拡充や，モデルへのこれらのデ

学関連学会 2002 年合同大会予稿集, 東京, 平成 14 年

ータの反映方法を検討していくことが，広域的空間に対す

5 月 27〜31 日, B006-011 (2002)..

る NEON の適用性の検討を，より詳細に進めていくうえで

[11] Hill, A. R., Devito, K. J., Campagnolo, S., Sanmugadas, K.:
Subsurface denitrification in a forest riparian zone:

重要であると考えられる．

Interactions between hydrology and supplies of nitrate and
organic carbon, Biogeochemistry, 51, pp.193-223 (2000).
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