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Although the influences of colloidal materials on radionuclide transport in geological media
are pointed out, their behaviors in natural environment have not yet been well elucidated and
therefore their influences on the geologic disposal of high-level radioactive waste (HLW) are not
fully estimated quantitatively. This paper reviewed the studies on natural colloids, especially
focused on inorganic, organic and biological colloids, and discussed the future works to be carried out. Much attention should be paid to the sampling and analysis. Excellent techniques for
in-situ observation, concentration without changing the state of colloid, standard procedure for
analysis, are necessary to be developed. More research studies on the behaviors of colloids are
required in not only far- and near-fields but also items on effects of the environments and its
evolution.
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１．は じ め に

な問題であり，関心も高い（例えば，McCarthy and
Zachara,

1989; Mills

et

al.,

1991; Ryan

and

環境汚染物質等の廃棄処分に関しては，有害物質に

Elimelech, 1996）
。近年特に原子力施設等から排出さ

よる地下水汚染やその地下水挙動・物質移行は大き

れる低・高レベルの放射性廃棄物の処分においても，
安全性の面から様々な検討がなされており，この中で
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高レベル放射性廃棄物の地層処分に当たっては，30
〜50年間貯蔵冷却した後，安定な地下深部（地下300
メートル以深）に搬入・埋設し，高レベル放射性廃棄
物の周りに人工的に設けられる複数の障壁（人工バリ
ア）とこれらを長期に亘って固定する働きを備えた天
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然の地層（天然バリア）とを組み合わせた「多重バリ

た。しかしながら，前述のような天然環境中での核種

アシステム」により，高レベル放射性廃棄物を物理的

移行現象が発見されたため，核種を伴ったコロイド

に生活環境から隔離し，それからの放射線が人間とそ

の挙動の把握が，放射性廃棄物 地 層 処 分 の 安 全 評

の生活環境に影響を及ぼさないようにすることを基本

価における重要な課題として認識されるに至った

としている（原子力安全委員会，2000）
。その安全評

（McCarthy and Zachara, 1989; Mills et al., 1991;

価には，適切なシナリオを想定して安全評価を行うこ

Ryan and Elimelech, 1996）
。

とが基本となっているが，その一つのシナリオ（地下

コロイドについての理解はかなり進んでいるように

水シナリオ）に従うと，漏出した放射性核種は地下水

見受けられるが，それは合成のコロイド物質，工業製

により移行した際に，地層の持つ収着・マトリックス

品等に関してのものであり，自然界のコロイド物質に

拡散等の核種保持機能によって，人間の生活圏まで影

ついてはまだまだ未解明な点も多く，安全評価に直接

響が及ばないよう深部地層で遅延できるとされてき

つながる定量的な評価までには至っていない。高レベ

た。

ル放射性廃棄物の地層処分が国家計画として進行して

しかし，近年コロイド粒子が地層中の核種移行に影

いる現在でも，地層処分に絡んだコロイド研究は，幾

響を及ぼすことが分かってきた。その発端の一つとし

つかの実験やモデル化などは比較的数多く行われてい

て次の事例が報告されている。地下核実験が数多く

るものの，自然界の地下水に関するコロイド分析など

行われてきた米国・ネバダ州のネバダテストサイト

は一部において進められているにすぎない。国内では

（NTS）で，周辺の土壌や地下水中に含まれる放射

東濃地域の堆積岩中の地下水についての報告があるの

性核種の調査を行った結果，放射性の遷移金属元素と

みである（核燃料サイクル開発機構，1999）
。こうし

希土類元素，またはアクチノイド等の核種がキロメー

た現状を鑑み，本論文では地層処分における核種移行

トルスケールで爆心地から移動したことが明らかに

プロセスにおいて重要となる自然界のコロイド物質を

なった（Buddermeier and Hunt, 1988; Kersting et

中心に，これに関するこれまでの知見・研究例を整理

al., 1999）
。例えば，1968年に行われた核実験に由来

してより深い理解を促すとともに，今後解明すべき課

するプルトニウムが，爆心地から1.3 km 離れた地下

題を展望することを目的として，幾つかの章立てで紹

水中から検出された（Kersting et al., 1999）
。また，

介していく。はじめに，コロイドについての概要と分

爆心地から移行したこれらの核種は，コロイドサイズ

類，その分類に従っての研究例を示し，そのための調

（1 nm〜1μm）の固相と結合していることがわかっ

査・分析法，安定性，そして地層処分におけるコロイ

た。同様に，米国・ロスアラモス研究所から排出され

ド研究の位置付けと今後の残された研究課題を展望し

た放射性廃液中核種の周辺環境における分布調査で

ていく。

は，プルトニウムとアメリシウムが排出場所から2〜

２．自然界におけるコロイドと特性

3 km 離れた地下水中で検出された。また，移行した
プルトニウムとアメリシウムは，NTS と同様にコロ

コロイドは，粒子1個に含まれる原子の数が103〜

イドと結合していることが示された（Penrose et al.,

109個の粒子と定義され，109個以上を粗大粒子，1〜

1990）
。プルトニウムとアメリシウムは加水分解反応

108個を分子やイオンと分類される（日本化学会編，

を受けやすいため水溶液中での溶解度が低く，例えば

2002）
。コロイドが持つよく知られた特性として，次

プ ル ト ニ ウ ム は 一 般 的 な 環 境 水 で は4価 イ オ ン

の点を挙げることができる。大きさが微細であり（本

Pu
（IV）が安定で酸化物 PuO2として沈殿しやすいの

論 文 で は お お よ そ1 nm〜1μm 程 度 を 想 定 し て い

で，中性 pH での溶解度はナノモル（nM/L）以下で

る）
，このため膨大な表面積を有する。電荷を帯びて

ある（Haschke and Oversby, 2002）
。また3価のアメ

おり，さまざまなイオンを吸着したり，表面官能基に

リシウム Am
（III）イオンの溶解度は，炭酸イオン濃

よって溶存化学種と化学的に結合することもできる。

度の影響を受けるものの一般的にマイクロモル

2相の境界ではエネルギーが界面で不連続なため，特

（μM/L）以下である（Ekberg et al., 2003）
。これら

異的な反応性・活性・表面特性を示す。その化学組

の金属イオンは加水分解反応を受けやすいと同時に鉱

成・構造は無機・有機・微生物等の多様な物質からな

物などの固相へ強く吸着されやすいため，これまで地

る。

層中での移行速度は非常に遅いものと考えられてき

以上のような特性によって，環境中のコロイドにお

高レベル放射性廃棄物地層処分におけるコロイドの影響
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いても通常とは異なる現象が想定され，環境中でのコ

NAGRA はスイスの放射性廃棄物管理の実施主体で，

ロイドの特性や影響を把握する必要がある。地層処分

長年このような関連プロジェクトを主導してきている

において検討すべきコロイドには，廃棄物の埋設され

機関である。通常よりも速い流速の実験条件下ではあ

る処分場，廃棄物の近傍域のニアフィールド，遠方域

るものの，亀裂帯における Am および Pu の遅延効果

となるファーフィールド等の地質環境の相違もあろう

はベントナイトコロイドの存在によって著しく減少

が，一般に以下のような分類がなされている（長崎，

し，投入したベントナイトコロイドのうちの80％以

2003）
。

上は遅延効果やフィルトレーション効果もなく母岩中

1 ．地下水コロイド

を通過したことがこの実験から示され，コロイドの存

1 a 無機コロイド…シリカコロイド，アルミニウ

在により核種移行が促進されることが明らかにされ

ムコロイド（ギブサイトなど）
，鉄コロイド

た。遅い流速条件下での核種移行実験が，次のフェー

（ゲータイトなど）
，粘土鉱物，非晶質物質

ズで進行中である。

（アロフェンなど）

一方，地下水の浸食作用によって人工バリアの緩衝

1 b 有機コロイド…有機物コロイド（フミン酸，

材表面からベントナイトコロイドが発生するために

フルボ酸など）

は，少なくとも10−5〜10−4m s−1程度の流速が必要と

1 c 微生物コロイド

見積もられており，地下水流速がきわめて遅い環境下

2 ．真性コロイド…低溶解度な元素それ自体から構成
されるコロイド（例，PuO2など）

では緩衝材からベントナイトコロイドは生成しにくい
と推定している（核燃料サイクル開発機構，1999）
。

3 ．擬似コロイド…イオンあるいはそのイオンからな

しかし，地下水移行に伴い天然バリアの環境の変化か

る真性コロイドが，地下水コロイドに吸着された複

ら，飽和状態から過飽和状態となりコロイドが生成す

合体コロイド

る可能性もある。

いずれにしてもコロイドに関する我々の知見は限ら

ベントナイトを用いた核種の吸着実験は，主に分配

れており，多くのフィールドでの調査をふまえて実態

係数（Kd）を求めるために行われているが，同時に

を把握していくことが重要となる。以下では，地下水

吸着サイトの解明や吸着のモデリングなども目的の一

コロイドに注目して述べていく。

つである。例えば，スメクタイトにおけるセシウムの

2.1

無機コロイド

吸着サイトについては，バイデライトやノントロナイ

無機コロイドには，岩石を構成する成分と同じであ

トのように層電荷のチャージが四面体層の置換によっ

るシリカ，アルミニウム，鉄などのコロイドがあり，

て生じている場合には，負電荷を生じさせている近傍

非晶質物質の他に炭酸塩等の微小鉱物もある。核種移

の表面が層間の陽イオンの吸着サイトであり，他方，

行について行われた無機コロイドの研究には，大きく

モンモリロナイトのように八面体シートに負電荷を有

分類してベントナイトコロイドに関するものと，地下

する場合には，Si 四面体シートの六員環の中である

水中の無機コロイドに関するものとがある。ベントナ

という報告がある（Onodera et al., 1998）
。

イトコロイドについての研究は，核種の吸着あるいは

一方，天然の無機コロイドに関する研究では濃度や

移行に関する実験など幅広く多岐に亘り行われてい

組成に関するものが多く，カナダの湧泉におけるコロ

る。それは人工バリアから生成されるコロイドと想

イドの濃度は0.34μg/ml（コロイド分画サイズは10〜

De

450 nm）であり，コロイド物質は粘土および有機物あ

Marsily, 1984）
，核種が人工バリアから外部に放出さ

るいは炭酸塩を含む鉄酸化物であったという（Vilks

れるときの出発形態の一つと想定されるからである。

et al., 1991）
。また，スウェーデンの花崗岩地域にお

一方，地下水中の無機コロイドは，現状の地下水の把

けるボーリング孔では，0.35μg/ml（コロイド分画サ

握（バックグラウンドの把握）という観点から主に進

イズは50〜450 nm）の濃度で，粘土と石英から構成

められている。

されていた（Laaksoharji, 1990）
。東濃地域の堆積岩

定されるからであり（例えば，Avogadro

and

前者の研究例では，コロイドの存在によって核種移

（深度約160 m）の地下水では，1〜1.5μg/ml の濃度

行が促進されることを検証するため，核種を吸着させ

（分画サイズは1μm 以下）で硫黄に富む粒子，珪酸

たベントナイトコロイドを用いて，実際に亀裂性の岩

塩鉱物，炭酸塩鉱物であったという（核燃料サイクル

盤中を通過させる実験が行われた（NAGRA, 2004）
。

開発機構，1999）
。このように，天然の無機コロイド
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では粘土や鉄酸化物，炭酸塩等が重要であることが分

のフィルターを通過していることから，フミン酸とは

かる。この中で炭酸塩と核種との関係については，地

ほとんど錯体を形成しないことが示唆された。それに

下水移行に伴って移動する核種が普遍的に存在する炭

対してランタン，セリウム，ユーロピウム等の希土類

酸塩によって遅延効果が期待される一方，溶解やコロ

元素やウラン，ハフニウム，ジルコニウム等の加水分

イド挙動等の移行促進があることを金井（2007）で

解を受けやすい金属イオンは，大部分が2〜100 nm

触れている。その一方で地下水のコロイド濃度はとて

のサイズのフミン酸と結合し，錯体形成して溶存して

も低いという報告もあり，フランスの花崗岩地域にお

いることが示された。

ける地下水中のコロイド濃度は100 ng/ml 以下（コロ

実験室では，金属イオンの移行速度に対するフミン

イド分画サイズは100〜1000 nm）であり，シリカあ

酸 の 影 響 が カ ラ ム 実 験 に よ り 調 べ ら れ て い る。

al.,

Artinger et al.（1998; 2002）はゴアレーベンサイト

1991）
。同様にスペインにおける花崗岩サイトでも，

から採取した石英砂を充填したカラムを用いて，アメ

るいは有機物から構成されていた（Billon

et

100 ng/ml 以下と報告されている（Dearlove et al.,

リシウム，ネプツニウム，ウランといった金属イオン

1990; Gomez et al., 1992）
。このように，無機コロイ

がカラムを通過する速度を調べた。その結果，ゴア

ドの種類と量はその場所に特異的なものであるため，

レーベン地下水と金属イオンの接触時間が長くなるほ

広く調査して把握する必要がある。

ど金属イオンがコロイドに分配される割合が高くなる

2.2

有機コロイド

こと，また，接触時間が長いほどカラムを通過する金

環境水中の有機物コロイドとしては，腐植物質（フ

属イオンの割合が増加することなどから，3価および

ミン酸，フルボ酸等）が考えられる。微生物も有機物

4価アクチノイドの移行は，金属イオン―フミン酸コ

で構成されているが，本論文では微生物コロイドとし

ロイドの形成により促進されることがわかった。ネプ

て次に譲り，ここでは腐植コロイドと核種移行との関

ツニウムの場合には，最初5価 Np
（V）として地下水

係について述べる。腐植物質とは動植物の死骸が分解

に 添 加 し た も の の，時 間 が 経 過 す る に つ れ て4価

した後に残った有機物であり（Suffet and MacCar-

Np
（IV）に還元される割合が高くなることもわかった

thy, 1988; Gaffney et al., 1996）
，pH＞2で溶存する

（Artinger et al., 2000）
。このように，フミン酸は金

成分をフミン酸，すべての pH 範囲で溶存する成分を

属イオンの吸着だけではなく，金属イオンの酸化還元

フルボ酸という区別はあるものの，これら腐植物質は

状態にも影響を及ぼすことから，複数の原子価をもつ

高分子電解質であり，雑多な高分子からなる。分子量

核種では存在状態にも注意する必要がある。

はフルボ酸が数千以下，フミン酸は数千から数十万と

フミン酸は溶存した金属イオンを吸着するだけでは

され，一般的にはアルキル基や芳香環の炭素骨格上に

なく，比表面積の大きい水酸化鉄などの無機物と結合

カルボキシル基，フェノール基，アルコール基，アミ

してそれらをコーティングする効果もある（Saito et

ノ基などの官能基が多数存在する（Aiken et al., 1985;

al.,

Gagosian and Stuermer, 1977）
。カルボキシル基と

フミン酸の錯形成反応（Takahashi et al., 2004）に

フェノール基が金属イオンに配位して錯体を形成し

ついては一部検討されているが，このような有機―無

（Tipping and Hurley, 1992; Boily and Fein,

機複合コロイド形成が金属イオンとの結合や地層媒体

2000）
，このため金属イオンの鉱物への吸着量が低下

中の移行に及ぼす影響についてはほとんど研究例がな

すると考えられている（Takahashi et al., 1999）
。

い。今後は，有機―無機―金属イオンの三体からなる

天然地下水中のフミン酸と核種の相互作用について
は，ドイツ・ゴアレーベンの地下水を用いた研究例

2004; 2005）
。モンモリロナイト―希土類元素―

コロイドの地層媒体中移行に関わる課題についても，
検討する必要があると考えられる。
微生物コロイド

（Dearlove et al., 1991; Kim et al., 1992）がある。岩

2.3

塩層の上には堆積岩があり，その地層中の地下水は5

微生物，とりわけ核を持たない原核生物は，地下深

〜100μg/ml の溶存有機 炭 素（DOC）を 含 有 し，大

部や深海にも生息するといわれており，地層処分の安

部分の DOC は2〜100 nm のコロイドサイズであっ

全性評価を行う上で避けては通れない影響因子である

た。2ヵ 所（原 著 で は Gohy―1271と Gohy―2227）の

（大貫，2002）
。それは，微生物の間接的作用である

地下水について，バリウム，カルシウム，ストロンチ

環境形成機能の他に，微生物自体が核種の吸着・取り

ウム等2価のアルカリ土類金属元素は大部分が2 nm

込み等，核種移行に影響を及ぼす直接的作用を有する
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からである。一般に原核生物の大きさに関しては諸説

方，Tong et al.（2005a; 2005b）はガラスビーズや石

あり，1μm 以上のものもあって種による幅があるも

英砂を固相とした飽和帯での微生物の移動実験を行

のの，おおよそ1μm 前後（Madigan et al., 2003）と

い，移流分散方程式に吸脱着の項を加えたモデル式と

理解される。このため，バルクの分子やイオンより大

の比較を行った。その結果，実験によるコロイドのカ

きく，おおむね負に帯電しているという特質を有して

ラム内での分布と，モデルによる分布の予測値には若

おり，原核生物をやや大きめのコロイド粒子と捉える

干のずれが出ることが分かり，その原因が流体中の微

ことが可能である。

生物と多孔質媒体に収着した微生物との衝突や，微生

Harvey et al.（1989）は，自然および強制動水勾
配下で帯水層に臭素をトレーサーとして導入し，同時

物の形成するポリマーによる多孔質媒体との粘着力の
低下などであると推察した。

に蛍光染色を施した内在性の微生物や微小コロイドと

このほかに，実際の微生物コロイドの移動評価に

臭素トレーサーとの移動の違いを，破過曲線のピーク

は，微生物の運動性も考慮する必要がある。運動性を

形や，各物質の回収量，ピーク時間の遅延から評価し

もつ微生物を水で飽和させた媒体中に流したところ，

た。その結果，微生物の移動はサイズ排斥効果（size

流量が大きいほど媒体への吸着量が大きくなる場合

exclusion）の影響により，臭素トレーサーよりも速

（McClaine and Ford, 2002; Becker et al., 2004）と

く移動することをつきとめた。サイズ排斥効果とは，

小さくなる場合（Camesano and Logan, 1998）の双

多孔質体中においてコロイドのような通常の溶質より

方が報告されている。前者では，鞭毛や繊毛といった

も大きい粒子が，大きな間隙を選択的に移動すること

器官が表面との結びつきを強化して脱着を防ぐように

や，粒子径が大きいため，間隙の壁面から遠い部分，

働くためだとし，後者では流速が大きくなることによ

すなわち微視的な流速の大きい部分を通ること（ハイ

り脱着が促進されるためだとしている。鞭毛が運動器

ドロダイナミック・クロマトグラフィー）により，結

官にも付着器官にもなり得ることを考えると，仮に放

果として溶質よりも多孔質体中を速く移動する現象で

射性核種を吸着した微生物が地下水中を移動すること

ある（長崎，2003）
。このように，無機・有機コロイ

を考えた場合，単純に微生物のもつ運動性が放射性核

ドと同様に，微生物に吸着されることにより放射性核

種の移行を速めるとは限らない。

種の移行が促進される可能性が懸念されている。

また，微生物の運動性に関しては，微生物の基質の

微生物コロイドに限らず地下水中でのコロイドの輸

濃度勾配や pH，酸化還元電位などの勾配に沿って移

送メカニズムは，1）拡散（diffusion），2）移流（con-

動する走化性（chemotaxis）や走光性，走磁性など

vection）
，3）目 詰 ま り（strain）
，4）ろ 過・付 着 と

があることが知られている。これらの現象と放射性核

沈殿（[filtration] attachment & sedimentation）
，

種との関係を取り上げた研究は見当たらないが，鉄還

5）サイズ排斥効果の5つに分けて解説される（Ginn

元菌 Geobacter metallireducens に関して，不溶態の

et al., 2002）
。どれも重要なファクターであるが，地

鉄（III）酸化物の存在する系で培養した個体は，可

層処分を考慮した場合には，3）の目詰まりは核種移

溶態のクエン酸―鉄（III）化合物の存在する系で培養

行の遅延に大きな関わりを持つ。人工バリアで用いる

した個体に比べ，鞭毛の発達が著しく，鉄還元菌の代

ベントナイトの間隙径が微生物体の大きさよりも小さ

謝産物である鉄（II）の存在する方向へ移動すること

いことから，ベントナイトの表面に微生物が集積して

が報告されている（Childers et al., 2002）
。鉄還元菌

目詰まりが起こる可能性（難波ら，2004）や，天然

は，ウランの還元および沈殿に関与していることが知

バリア内に生息する微生物が栄養を得て増殖した微生

られており，走化性現象が地下深部の還元環境に影響

物体や，微生物の代謝によるガスの生成などによって

を及ぼす可能性がある。

間隙の閉塞が起こる（bioclogging）可能性（Seki and
Miyazaki, 1998）も示唆されている。

このように，微生物のコロイドとしてのふるまいに
関して，数々の研究が報告されている。しかし，地層

また，微生物の移動を考える際，移動途中もしくは

処分における移行や安定性に関わる放射性核種と微生

固相へ付着した際の微生物の増殖を考慮に入れる必要

物との相互作用に関する研究は，収着やリン酸塩など

があり，微生物とほぼ同じ大きさの微小コロイドでは

による鉱物化（biomineralization）など多岐にわた

流動に伴う移動を再現することはできても，増殖によ

り行われている（Suzuki and Banfield, 2000; 大貫，

る移動の促進を再現できないことが示唆される。一

2003）にもかかわらず，それらの相互作用と微生物
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コロイドとしての作用をリンクさせた研究はほとんど

を保つことが必要であるが，ろ過法は操作が簡便であ

無い。Kurosawa et al.（2005）は，微生物の存在す

るので，大気非接触，もしくは窒素雰囲気下で本来の

る地下水中での放射性核種の挙動を，多孔質体中のコ

温度でろ過を行えば，信頼性が高いと考えられる。

ロイド移動モデル COLFRAC を用いてシミ ュ レ ー

ろ過法の場合，ろ過装置への吸着による損失や操

ションを行い，地下水中の微生物が多く存在するほど

作中の汚染による増減など の た め，注 意 深 い 洗 浄

放射性核種の移行が促進されるという結果を得た。し

やコンディショニングが必要である。Eyrolle

かし，相互作用を収着のみとし，微生物の付着が考慮

Charmasson（2000）は，Zartorius の限外ろ過用の

されていない点など完全とはいえない。また，前に述

フィルターから未使用のみならず使用済みのフィル

べた運動性や走化性のような微生物コロイドが固有に

ターからも有機物が溶出する事を指摘している。無機

持つ作用についても触れておらず，まだまだ研究の余

元素は天然に近い中性では溶出がなかったが，酸性溶

地があると考えられる。

液では汚染が起こる可能性がある。特にイオン強度の

３．コロイドの採取・調査法
実際に天然のコロイドを調査することを考えると，

and

低い溶液では状態により損失が見られるので，系を試
料でコンディショニングし，さらにマスバランス計算
をして分別のチェックをする必要性を指摘している。

まず試料採取が最初の作業となる。ここではフィール

このように，装置は硝酸，ミリ Q 水で洗浄を，フィ

ドにおける試料採取法についての研究例をまとめ，分

ルター類は酸に浸しミリ Q 水で洗浄して洗浄水中で

析法については次に触れる。

の保存，もしくは洗浄後に試料水によるコンディショ

試料採取は，現位置，その場で分析すること（on
site,

ニングを勧めている（Salbu et al., 1985; Karlsson et

in-situ）が一番である。井戸の掘削前に地下水

al., 1994; Eyrolle and Charmasson, 2000）
。ろ過操作

が自噴かポンプ揚水による採取か，流速，パージン

においては，かき混ぜずに一度で多量の高速ろ過をす

グ，採取管の材質など，形態・デザインを検討しなけ

ると，メンブランフィルターの表面に凝集させる可能

ればならない。また，地下水は無酸素・富二酸化炭素

性があるので避ける。実際に Perpet et al.（1994）

であることが多く，地下深部と地表とで水圧や温度が

C He 圧でかき混ぜ
は，流速を10−4cm/s 以下とし，4°

変わることにより試料の状態が変わってしまう危険

ないでろ過の最後の残液に対し少量ずつ追加し，凝集

性 が あ る の で，大 気 接 触 に よ る 溶 存 化（酸 化）や

を減らした。また，遠心分離の場合には，分離容器の

脱 ガ ス，pH や Eh の 変 化 に 留 意 す る 必 要 が あ る

ポリスチレン管を硝酸に3日浸して用いる（Salbu et

（Degueldre et al., 1996）
。

al., 1985）
。

site）をする場合に，大きな装置

低濃度試料では大量の試料（例えば，10〜1000 L）

では困難を伴うので可搬型装置を現場に持ち込むか，

を 処 理 し て 濃 縮 す る の に，CFF（cross-flow-

その場分析（on

現場に装置が設置されていることが必要である。その

filtration）
，別 名 TFF（tangential-flow-filtration）が

点では地下実験施設（URL）などは有効な設備とな

使用されることがある。これは，試料水を循環させて

りうる。Hauser et al.（2002）は移動型の粒度分析

いる間に分離膜を通して浸透水が抜けて濃縮されてい

システム（LIBD：詳細は次章）を開発し，試料溶液

くものである。Buesseler et al.（1995）は14の異な

をフロースルー型で導入して Grimsel Test Site の天

る CFF システムを海水中有機炭素の目的のために相

然花崗岩体中のコロイド研究に利用した。その場で限

互比較し，メンブランフィルターへの吸着や装置から

外ろ過もされた（Degueldre et al., 1989）
。また，

の汚染を考慮して装置の洗浄を十分に行うこと，プレ

Ledin et al.（1994）はスウェーデン Oskarshamn,

コンディショニングが終わったら直ちに始めることな

Aspo 地下 Hard Rock Lab.で on-line, in-situ 分析を

どの注意点を指摘している。マスバランスやブランク

試みている。そこの地下水は無酸素で Fe（II）を含ん

テストも有効である。時系列に沿った試料採取は，汚

でいるため大気接触に敏感である。密閉した測定キュ

染や最適実験条件，マスバランス等のチェックにも有

ベットでも空気拡散により6時間以内でコロイド状態

効であり，いつの時点でどのように採取されたかを明

をかなり変え，1.5 ml の空気をバブリングさせただ

らかにしておく必要がある。また，フィルターの cut-

けで1分以内に水酸化鉄と炭酸カルシウムの混合物沈

off を標準試料で確認し，分離される粒径について確

殿を生じたという。分析では固相・液相の本来の分布

認する必要がある。低分子量物質の残存を減らすに
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は，濃縮係数を高くするか，もしくは長時間の作動が

に関する情報を得ることと，その組成，濃度を知るこ

必要であるが，高分子量物質のブレークスルーも起こ

とが重要と考えられる。これらの分析法をすべて網羅

るため，濃縮係数＝10〜15当たりが両者の分離に最

することは困難であるが，ここでは主な分析法を概観

適としている（Wilding et al., 2004）
。

し，比較検討した研究例や実際上の留意点などを述べ

その場分析が不可能な場合には，試料容器に採取し

るにとどめる。

て実験室に持ち帰り，そこで分析することとなる。容

コロイドの分析法には，大きく分けて顕微鏡やレー

器に採取する場合にも汚染・損失に注意する必要があ

ザー散乱法などの観察・測定法とろ過・遠心分離等の

る。Perpet et al.（1994）は，Rhine River の微粒子

分離法とがあり，実際にはこれらを組み合わせて行わ

採取に際して1 L/s の高速ポンプを用い，クラス100

れていることが多い。Table 1には，これらの主な分

のクリーンベンチを使用した。容器は1 M 硝酸に浸し

析法についての長所・短所を並べた（Walther, 2003

てミリ Q 水，エタノールで洗浄している。彼らは非

を参考に追加・改変）
。それぞれ分析目的が多少異な

凝集剤等を添加して保存するよりは，4日以内に前処

るため，前処理，必要量，感度・検出限界などに相違

理をしてしまうことを勧めている。例えば，動的光散

がある。天然のコロイドを分析する場合には，このよ

乱法による粒度分析や透過電顕観察は6時間以内に行

うな各手法の長短を理解した上で，幾つかの手法を組

い，ICP 分析までは4°
C で保存して分析するのが良い

み合わせることが重要である。

という。

これらの分析法を比較検討した研究として，トリウ

保存においては，バクテリアの増殖にも注意を払う

ムコロイドを用いて動的光散乱法（光子相関分光法）

必要がある。バクテリアの繁殖を防ぐため，殺菌剤の

（PCS）
，電子顕微鏡（EM）
，原子間力顕微鏡（AFM）
2003）
。また，

アジ化ナトリウムを試料に添加したところ，一部12

を比較検討した例がある（Walther,

時間でバクテリアの増加が見られたが，コロイド有機

ベントナイトコロイドを用いても，AFM，LIBD，

and

―ICP 質量分析
PCS，Flow―作用場流動分別（FFF）

Charmasson, 2000）
。また，0.4−4×10 M の塩化第

法（FlowFFF-ICPMS）の比較検討（Plaschke et al.,

2水銀と10−4−1.5×10−2M のアジ化ナトリウムで検討

2001）や，スメクタイトコロイドの FFFF 分析の検

した結果，どちらもバクテリアの増殖を抑えることが

出器として散乱光（LLS）と ICP-MS との比較検討

できなかったが，容器をエタノールで洗浄した場合，

（Geckeis et al., 2003）もなされている。それらによ

4°
C 冷所保存で4日間はバクテリア数に明らかな変化

ると，PCS や LLS は系を撹乱せずに非破壊で in-situ

が見られなかった（Perpet et al., 1994）
。

分析が可能であるが，均一な形・屈折率を仮定し，か

物 の 損 失 は 定 量 誤 差 以 下 で あ っ た（Eyrolle
−4

このように，試料の採取においては，水圧や温度が

つ感度が粒径依存性を有しているので，粒径分布が複

変わることにより試料の状態が変わってしまう危険性

雑だと困難である。EM は超高真空を必要とし，試料

があること，並びに試料の保存や前処理において，変

調製段階の乾燥中に凝集する可能性があり，電導物質

質・汚染・損失の可能性を除去することなどに注意を

のコーティングや，高エネルギー電子との相互作用で

払って作業する必要がある。

構造変化・原子の気化等をおこして系を乱し破壊的で

コロイド分析に関わる試料採取手順は，分析内容，

ある。これに対し，AFM は室温，大気中・水中でも

現場の状況・設備，時間と費用等，様々な要因に関係

測定可能で非破壊だが，平らな面に載せる必要があ

するであろうが，まとめとして一例をあげると，on-

る。レーザー誘起ブレークダウン検出法（LIBD）は

site 分析では地下水を大気非接触でコンディショニン

in-situ 分析が可能で，粒径（5〜1000 nm）
，濃度（1

グを十分に行った後に分析装置に導入すること，実験

ppt〜数 ppm）のダイナミックレンジが広く，10 nm

室用に試料を採取するには，注意深い洗浄やコンディ

が104個/ml でも測定可能という高感度で，系を乱さ

ショニングを行った容器・前処理装置を使用して，や

ない等の利点を有するが，標準物質による校正が必要

はり大気非接触で採取し，迅速に実験室で分析をする

である。FFFF-ICPMS は AFM などの結果と良い一

ということになる。

致を見せた。得られる粒径は，AFM，LIBD は数加

４．コロイドの分析法
コロイドの分析においては，コロイドの大きさ・形

重平均半径，LLS，PCS は強度加重平均半径，FFFF
-ICPMS は質量加重平均半径となる。一方，SPC（single particle counter）はコロイドの絶対数濃度測定
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で，50 nm〜2μm を19ク ラ ス 分 け し て50〜100 nm

kDa あたりの cut-off と推定された（Wilding et al.,

の粒子を1.0×104/ml，400〜500 nm で1.1×102/ml，

2004）
。また，加圧式のスクリーンフィルターで湖水

2μm 以上で18/ml の定量限界を繰り返し精度7〜29

をろ過した研究例では，フィルター面での粒子の蓄積

％で分析可能である（Rosse and Loizeau, 2003）
。

によって有効な孔径が減 少 し，47 mmφの0.40μm
et

フィルターで100μg/ml の懸濁液100 ml をろ過する

al., 2001）では，AFM で平均高／半径比（アスペク

と，0.015μm と 同 じ に な る こ と が 示 さ れ て い る

ト比）は約1/10のディスク様の形とされ，AFM では

（Karlsson et al., 1994）
。ろ過に使用される Nucleo-

走査型電子顕微鏡（SEM）と同様に73 nm の半径が

pore と Millipore の膜とを比較検討し，0.40μm フィ

求まった。LIBD（67±13 nm）も FFFF-ICPMS（最

ルターでは100〜200 ml まではよいが500 ml ろ過す

大〜70 nm）や AFM と 良 く 一 致 し た。ま た，AFM

ると目詰まりで0.1μm と同じになるとし，多量のと

での観察では，Th
（OH）
4が水平方向60 nm，鉛直方向

きは Millipore の膜の方がよいが，1000 ml になると

実際のベントナイトコロイドの分析（Plaschke

4〜5 nm に凝集しており，一方，ThO2コロイドでは

Millipore も 困 難 で あ っ た と い う（Salbu

水平方向170 nm，鉛直方向20〜50 nm であることが

1985）
。このように，ろ過法は簡便であるものの，分

示された（Walther, 2003）
。

画粒子径や目詰まりの問題の他に，前述のようにろ過

et

al.,

FFFF 分析の検出器として LLS と ICP-MS とをス

装置への吸着によるロス，操作中の汚染などの危険性

メクタイトコロイドを用いて比較すると，LLS は大

に留意し，注意深い洗浄とコンディショニングが必要

きな粒子を過大評価するため ICP-MS の方が信頼性

である。

の高い結果となった（Geckeis et al., 2003）
。また，

以上のことから，幾つもの分析・測定方法があるも

FFFF 分析ではセラミック使用によるアルミニウムと

のの標準的手法はなく，コロイド研究の目的に応じ

ケイ素の汚染のため感度低下となることを指摘してい

て，種々の分析法の持つ利点と欠点を考慮して幾つか

る。さらに，アルカリ抽出したフミン酸コロイドを

の手法を組み合わせることが必要である。しかし，共

FFFF 分析した場合，鉄（一部微量元素も）がチャン

通的な評価を行うためには標準的な解析・評価手法が

ネル表面に吸着して回収率が低下したことを報告して

必要になることは間違いなく，実際的には使用可能な

いる。

設備，時間と費用等，様々な要因を考慮して手順を決

天然のコロイド系に分析法を適用した応用例では，

めることが必要であろう。

Grimsel Test Site で移動 LIBD システムが現場での

５．アクチニド・希土類元素のコロイド

花崗岩フラクチャーのコロイド移行研究に使用された

への吸着

（Hauser et al., 2002）
。また，Gorleben におけるフ
ミン質量の異なる地下水でレーザー誘起光音響分光法

放射性廃棄物中には，プルトニウムやアクチニドな

（LPAS）を用いてアメリシウムコロイドのスペシ

どの超ウラン元素が含まれる．Bates et al.（1992）

1986）
。

は，高レベル放射性廃棄物ガラス固化体の地下水によ

Plaschke et al.（1999）はフミン酸コロイドを液体中

る風化を模擬した実験により，ガラス固化体から溶出

非接触 AFM（fluid tapping-mode AFM ともいわれ

するプルトニウムとアメリシウムの大部分がコロイド

る）でその場分析した。土壌コロイドを試料に sed-

態であることを示した。アクチニドとコロイドに関す

FFF で分析し，小粒子と大粒子に鉄を含む相がある

る研究は，カラム実験によるフミン酸コロイドとの相

こと，また，カオリン，バーミキュライト，イライト

互作用等の研究例はあるものの（例えば，Artinger et

の存在量はサイズによって異なっていることを示した

al.,

例もある（Ranville et al., 1999）
。

米国・ネバダ州のネバダテストサイト（NTS）での

エーションがなされた（Buckau

et

al.,

1998; 2002）
，天然試料での研究は困難なため，

一方，分離法の一つであるろ過法ではフィルターを

報告例（Buddermeier and Hunt, 1988; Kersting et

使用するが，そのフィルターの問題点として，吸着に

al., 1999）
，米国・ロスアラモス研究所周辺での報告

よるロス，操作中の汚染などの他に，分離される粒子

例（Penrose et al., 1990）
，NAGRA での核種移行実

径とフィルターの孔径との関係や目詰まりの問題があ

験（NAGRA, 2004）
，ロシア・カラチャイ湖周辺での

る。分離膜の cut-off に関しては，1 kDa の膜を0.3，

調査（Novikov et al., 2006）などを除くと少ない。一

1.3，3.5 kDa の標準試料で検討したところ，2.1〜2.5

方，希土類元素は，キュリウムやアメリシウム，プル
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トニウムなどの高レベル放射性廃棄物に含まれる3価

合的性質の小さいものからより大きいものへと配位子

のアクチノイド等のナチュラルアナログ元素として重

交換反応が起きたことを示唆するもので（Kawabe,

要である（Chapman and Smellie, 1986）
。またそれ

1992）
，天然系での配位子の種類と挙動を類推する上

ら自体，ウランの核分裂生成物として放射性廃棄物中

で有用な知見である。しかし，pH 5以下での分配係

に含まれる。したがって，希土類元素について天然の

数において，セリウムの酸化に起因する正のアノーマ

コロイドへの吸着を調査することは，廃棄物に含まれ

リー（セリウムの前後の元素に対し上に凸）が見られ

る核種が擬似コロイドとして移行する際のアナログと

る点が，前者の結果と異なっている。

して評価する上で重要な役割を果たすと考えられる。

一方，海水や河川水などの天然の系では，上記室内

コロイドの影響評価においては，無機・有機・微生

実験結果とは異なり，軽希土の方がより粒子に吸着し

物等といったコロイドの種類，その存在量比などが重

やすいことを示唆するデータ（Fig. 1参照）が数多く

要である。Deberdt et al.（2002）は，希土類元素が

報告されており（De Barr et al., 1983; Sholkovitz,

関与する天然のコロイドの例を，無機コロイドとフミ

1992）
，その原因を解明することは，核種の吸着した

ン酸等を主体とする有機コロイド等とに分けている。

疑似コロイドの生成環境・生成条件・特性把握等の理

さらに無機コロイドには，微細な鉱物粒子などの結晶

解にもつながると考えられる。

構造の一部として希土類元素が含まれるものと，粘土

自然界では変動もあるため，長期観察も重要であ

鉱物や酸化物水酸化物に希土類元素が吸着したものと

る。Ingri et al.（2000）は電動ポンプによる現場での

を想定している。この他に，微生物とアクチノイドと

限外ろ過（0.2μm および3 kDa）採水システム等を

の研究例も幾つかあり，大貫（2002）は地層処分に

用いて，スエーデンの Kalix 川における季節変動を調

おける微生物の影響をレビューしている。現場でコロ

べた。その結果，3 kDa のフィルターを通過する希土

イドの量比を検討した研究の一例として，アフリカお

類元素は，0.2μm を通過するものの5％以下で，コロ

よび南米のいくつかの河川を対象とした限外ろ過法を

イド態での希土類元素の移動が卓越すること，コロイ

用いた分析とスぺシエーション計算による分類があ

ド態の希土パターンは水平または軽希土に富み，溶存

り，河川水中の全希土類元素の60％以上が無機コロ

態の希土パターンは重希土に富むこと，鉄とアルミニ

イドによってコントロールされていたという

ウムに富む有機物コロイドおよび鉄に富む無機コロイ

（Deberdt et al., 2002）
。実際には無機コロイドが主

ド（鉄酸化・水酸化物）が重要であることなどが明ら

な組成といっても，それは母岩の種類にもよるもので

かになった。

あるから注意が必要である。

このように，自然界でのコロイドにおける希土類元

ここでは水酸化鉄コロイド（無機コロイド）におけ
る 分 配 係 数 に 対 す る pH の 影 響 等 を 調 べ た 研 究 例
（Congqiang et al., 2002）を示す。アンモニア水を
加えて pH を3.5から6.3に調整した水溶液を放置し，
水酸化鉄コロイドを生成させ，これらを孔径0.22μm
のメンブランフィルターでろ過し，ろ液およびフィル
ター上に捕集された固相（これをコロイド態と見な
す）を ICP-MS で分析し，分配係数（固相中の濃度
／液相中の濃度）を求めた。その結果，コロイド生成
反応が120分程度で平衡に達すること，吸着実験で求
められた分配係数は高 pH ほど大きく，また重希土の
方が軽希土より大きいこと等が判明した。
鉄・ア ル ミ ニ ウ ム に 富 む 天 然 の 湖 沼 水，お よ び
0.01 M 塩酸溶液を用いて同様な実験を行って，同様
な結果が報告されている（Bau,

1999）
。両者の結果

とも，分配係数パターンに M タイプのテトラド効果
（Masuda et al., 1987）が見られた。これは，共有結

Fig. 1 Colloid/dissolved normalized REE patterns
of the Connecticut River water samples.
(Sholkovitz, 1992 with permission from
Elsevier)
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素の挙動把握は一部行われているにすぎない。実験系

のレベルの濃度まで研究した。その結果，pH 4（HCl）

と天然系における吸着挙動の違いの原因解明，野外に

で調製した40 g/L の酸化ジルコニウムコロイドは，30

おける効率的な限外ろ過採水法の開発，天然における

nm 球形一次粒子とわずかな140 nm の安定凝集体と

希土類元素に高い親和性を持つコロイド種の同定と，

からなることを TEM と PCS 法によって確認し，こ

それらの生成をコントロールする化学的要因の抽出な

のコロイドは数週間安定であった。0.001 M NaClO4

どが今後の課題と考えられる。

のイオン強度で等電点は pH 8.2と測定された。pH 3
〜11，イ オ ン 強 度0.001，0.01，0.1，1 M NaCl，コ

６．コロイドの安定性

ロイド濃度20〜800 mg ZrO2/L の 範 囲 で，10秒 ご と

コロイドの安定性とは，すなわち分散・凝集のこと

に10分間平均コロイドサイズの増加から凝集速度を

である。コロイドが安定に分散すれば地下水流と一緒

観測して安定性の検討を行った。粒子の衝突によって

に地層中を移動するが，凝集すれば沈澱するため吸着

凝集が起こる（急速凝集）とする Smoluchowski の

核種は地層中を移動できなくなる。このように，吸着

考えによると，急速凝集と緩慢凝集との比を安定度比

の可逆・非可逆とあわせてコロイドの安定性は核種移

（W）としている。衝突効率の逆数でもあり，Fuchs

行に関して大きな影響を及ぼす。

factor としても知られている。PCS で調べた pH 依

コロイドの微粒子に作用する力は，主として van

存性は，イオン強度0.001 M で等電点以外では粒径は

der Waals 力（引力）と表面電荷による静電気力（斥

保たれるが，等電点では電荷反発がないため安定度比

力）であり，引力が勝れば粒子は凝集し，斥力が勝れ

は1に落ちる。塩濃度を上げイオン強度が上がると不

ば分散状態となる。従って，この関係を明らかにすれ

安定化の範囲が広がるが，一定のイオン強度であるな

ばコロイドの安定性が議論できる。その代表的なもの

ら放物線の頂点で最低となる。拡散に規制される凝集

が DLVO （ Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek ）

（速い速度）の凝集速度のコロイド濃度依存性は，2.6

理論といわれている。電解質の価数・濃度の影響はこ

×106 particles/L まで確認され，凝集速度定数は反応

の DLVO 理論で説明され，Schulze-Hardy 則として

の初期段階において Smoluchowski 理論予測と一致

知られている。例として，腐植物質の凝集効果は，砂

することが示された。このような凝集性に関しては，

質土壌カラム実験から2価以上のイオンで観察され，

コロイド分析でフィルターろ過の場合にも問題を生

3＋

アルミニウム（Al ）で最も容易に凝集すること，ま

じ，流速が非常に大きいとメンブランの孔径よりも小

た，pH が高いほうが凝集しにくいという pH 依存性

さな粒子が凝集しやすくなるという（Filella et al.,

をもつことが Temminghoff et al.（1998）により明

1997）
。コロイド粒子を扱う上で常に状態を保持させ

らかになった。また。フルボ酸は，pH の値により大

ることは，細心の注意を払うべき事項であろう。

きさの異なる凝集体を形成し，pH が低くなると（pH

また，自然界でのシリカはモノマーからオリゴマー

3.2）フ ル ボ 酸 が 凝 集 す る こ と が 明 ら か に な っ た

化してナノコロイドを形成するとされて い る が，

（Balnois et al., 1999）
。

Icopini et al.（2005）はその速度論的な検討を行って

安定性に関する研究は高濃度領域や大きな粒子に

いる。その結果，トリマー以下のモリブデン酸塩反応

お い て 多 く の 研 究・実 験 や 分 析 が な さ れ て い る

性のシリカをモノケイ酸とすると，その変化速度（R）

（Schudel et al., 1997; Kretzschmar et al., 1998;

は，

Holthoff, 1996; Rosse and Loizeau, 2003）
。しかし，
50 nm よりも小さな粒子の非常に希薄な（＜107 par-

R＝k4 [H4SiO 4]4

ticles/cm3）溶液での凝集についての研究は少ない。

と示され，中性の pH やイオン強度が増加するとオリ

ここでは，酸化ジルコニウム（ZrO2）の希薄溶液で

ゴマー化速度が高まることが明らかになった。逆に言

のコロイド研究やシリカ研究について触れる。

うと，pH が低く低イオン強度ではコロイドが安定に

（IV）
酸化ジルコニウム（ZrO2）のコロイドは Pu

存在しないことを示唆している（Fig. 2参照）
。

の良いアナログであり，Pu
（IV）の凝集モデルに有効

分散・凝集については，土壌・粘土・顔料において

である。Bitea et al.（2003）は，酸化ジルコニウム

かなりの研究が行われている。核種移行を念頭におい

9

のコロイドに対して10 以上の濃度では PCS で，低濃
7

3

度では LIBD を 用 い て2×10 particles/cm の 天 然 系

た研究では，純粋な粒子の分散・凝集機構だけでな
く，核種を吸着した粒子における分散・凝集の研究が
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Fig. 2 Variation of the half-life of molybdatereactive silica as a function of pH at high
and low ionic strength (IS). The initial
[SiO2]n<3 is labeled as 4.2, 12.5, 20.8 mM.
Note that the IS for solutions at pH 11 are
actually 0.03 and 0.26 molal for the low
and high ionic strength solutions, respectively. (Icopini et al., 2005 with permission
from Elsevier)

今後必要になってくると思われる。固相そのものが凝

Fig. 3 Diagram showing when colloid behavior becomes significant for repository safety.
(Miller et al., 2000 with permission from
Elsevier)

集・沈澱すると同時に，注目すべき核種が固相と相互



作用して吸着・脱着や凝集等を行うからである。ま

要とされる（Miller et al., 2000, Fig. 3）
。 i 地下水中

た，吸着によって電荷状態の変化や電気二重層相互作

にコロイドが存在するか， ii コロイドが動きやすい

用，立体障害による分散・凝集が起こることも考慮す

か， iii コロイドが安定か， iv コロイドが核種を吸着す

る必要がある。

るか， v 吸着が非可逆性か。これらの要因が重なれば

７．コロイドの地球化学プロセスと地層
処分の安全評価に向けて
これまで天然のコロイドとその研究を中心に解説し
てきたが，地層処分の研究としてみると，最終的に安








地層処分の安全評価上，母岩領域でのコロイドが核種
移行に対して重大な影響を及ぼす可能性があり，逆に
これらの条件の中で否定的な要因が一つでもあれば，
核種移行挙動に及ぼすコロイドの影響は重要ではない
ものと考えられる。

全評価に対するコロイドの影響・重要度を把握して，

これまでの研究では，人工バリア中でのコロイドの

コロイドの安全研究における位置付けを明確にするこ

挙動に関する議論はかなりなされている（核燃料サイ

とが最重要である。

クル開発機構，1999）
。核燃料サイクル開発機構の

放射性核種の真性コロイドあるいは擬似コロイドが

2000年レポートによると，緩衝材はフィルター効果

地下深部から地表まで移行し人間の生活圏・生物圏に

をもち，放射性核種がコロイドとなった場合でも，そ

影響を及ぼすには，コロイドの分散安定性や核種吸着

の移動を阻止するように設計することとなっている。

の不可逆性などさまざまな条件が必要になる。一般

乾燥密度1.0 Mgm−3でケイ砂混合率50 wt％の場合に

に，深部地層に隔離された放射性核種がコロイドによ

は金コロイド（粒径約15 nm）の透過が認められるも

り表層の生物圏まで移行するには，核種がガラス固化

のの，有効粘土密度が0.70 Mgm−3程度以上であれば

体から溶出してオーバーパックと緩衝材を通過して

コロイドは透過せず，分子サイズの大きい有機物は，

天然バリアに達した後，Fig. 3に示した次の要因が必

金コロイドと同様に圧縮ベントナイトによりろ過され
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る（核燃料サイクル開発機構，1999）
。微生物につい

できる。これらに関する詳細な課題については別途議

ても，大腸菌を用いた透過試験では分子サイズが大き

論されるであろう。

いのでろ過されるという。このように人工バリア内で

ここで，
「地下水中にコロイドが存在するか」であ

は，例えばケイ砂を30 wt％混合したベントナイトを

るが，これはかなり site-specific な問題である。無機

40 cm〜70 cm の厚みに設計することによって，膨潤

コロイドの章でも述べたが，これまでのコロイド濃度

性，低透水性，化学的な緩衝性，コロイドフィルター

の報告値は，0.1μg/ml 以下から1.5μg/ml ま で 幅 広

効果などの機能で，人工的に核種移行が阻止され，人

く，種類も粘土および有機物あるいは炭酸塩を含む鉄

工バリア内ではコロイドを考慮する必要性は大きくな

酸化物，石英，硫黄に富む粒子，珪酸塩鉱物，炭酸塩

い（核燃料サイクル開発機構，1999）
。

鉱 物，有 機 物 等，様 々 で あ る。コ ロ イ ド 粒 子 の 特

一方，人工バリアの外では，緩衝材表面から地下水

性は，岩相や地下水の化学的性 質 に よ っ て 異 な る

の浸食作用でベントナイトコロイドが生成する可能性

（Abogadro and De Marsily, 1984; Grindrod, 1993）

が 指 摘 さ れ て い る（た と え ば Avogadro

De

ので，種々の環境下における地下水の特性把握をする

Marsily, 1984）が，先に示したように地下水流速が

and

ことが必要である。現在，わが国で公表されている

きわめて速い環境でない限り，緩衝材からベントナイ

データは一部の化学成分の希薄な地下水にすぎず，天

トコロイドは生成しにくい（核燃料サイクル開発機

然系での広範囲なコロイド特性を把握する上で不十分

構，1999）ため，ここでもコロイドの影響は少ない

である。今後，広範囲にわたる堆積岩・結晶質岩や深

と考えられている。

度の異なる地層での調査が必要である。そして，調査

今回著者らがターゲットと し て い る 母 岩 領 域・

に必要なのがコロイド特性把握のための標準的な分析

ファーフィールドでは，天然バリアを構成する母岩中

手順であり，それによって特性把握データを集めてい

の鉱物の変質や二次鉱物の浸食によって生成した無機

く必要がある。

コロイドや有機・微生物等を含む地下水コロイドが存

標準的な分析手順をどのように定めるかは，第3章

在しており，地下水コロイドに核種が収着して疑似コ

で述べたように分析法が多種多様で一長一短を有する

ロイドを形成した場合，亀裂中で核種のマトリクス拡

ため，一義的に決めることは困難である。しかし，精

散による遅延効果の減少（Grindrod, 1993; Baek and

度と正確性，迅速性と簡便性，時間と費用等を考慮す

Pitt, 1996）
，岩盤吸着の減少によって移行が促進され

ると，汎用的な手法と高額分析機器を使用する高度な

る可能性もあり，逆に鉱物表面への付着による遅延も

手法とに分け，後者は必要に応じて適用することとな

期待される（Dran et al., 1994）
。亀裂中でのコロイ

ろう。この標準的な分析手順の詳細については，今後

ドおよび核種の移行において，上記プロセスが定量的

解決すべき大きな課題の一つと考えている。

にどちらの作用をするのか，どの程度の効果がある

また，本論文では自然界でのコロイドを中心に述べ

か，現時点では十分な知見が得られてはいない。この

てきたが，実際にはファーフィールドでの地下水コロ

プロセスを一つずつ定量化して評価する必要がある。

イドによる核種移行のみならず，当然の事ながらニア

その上で，Miller et al.（2000）が示した5つの因子

フ ィ ー ル ド で の コ ロ イ ド 生 成・移 行 が あ る。ニ ア

を調査しなければならない。

フィールドではベントナイトによるコロイドフィル

まず第1にマトリックス拡散に対する影響の評価で

ター効果などの機能で，人工的に核種移行阻止がなさ

あるが，サイズ排除クロマトグラフィーと同様なモデ

れるので影響は少ないとされているが，ニアフィール

ルで解析ができるであろう。岩盤吸着もモデル化でき

ドからファーフィールドに至るこれらの中間に位置づ

るであろう。そのように考えると，一番大切なこと

けられる環境変化に伴うコロイドの生成・移行や特性

は，現場のコロイド粒子の特性（量，形態，性質など）

変化についての課題がある。これについてはこれまで

を把握することである。すなわち，Miller et al.
（2000）

余り注目されておらず，今後この境界域を有機的かつ

が示した5つの因子の1番目， i 地下水中にコロイド

総合的に解明していく必要がある課題と考えている。




が存在するか，である。次の ii コロイドが動きやすい





か， iii コロイドが安定か， iv コロイドが核種を吸着す



８．終 わ り に

るか， v 吸着が非可逆性か，という項目は，これらは

現在，我々の持つ天然のコロイドに関する知識は未

実験室での結果を基に条件とパラメータを出すことが

だ不十分であり，実態把握・フィールド調査と実験・
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パラメータデータ取得とを繰り返し，そしてモデルの

ter/sediment systems. J. Contam. Hydrol. 35,

構築を目指しているのが現状であろう。例えば，フミ

261―275.

ン酸コロイドがフィルトレーションを起こすとして，

Artinger, R., Marquardt, C. M., Kim, J. I., Seibert,

カラム実験とモデルを併用して検討を行った例がある

A., Trautmann, N. and Kratz, J. V. (2000) Hu-

（長崎，2002）
。移行モデルにおいても，イオンのみ

mic colloid-borne Np migration: influence of the

でなくコロイドによる輸送プロセスも考慮したモデル

oxidation state. Radiochim. Acta 88, 609―612.

が幾つか提案されつつある（Nagasaki et al., 1994;

Artinger, R., Rabung, T., Kim, J. I., Sachs, S.,

Ibaraki and Sudicky, 1995; Miller et al., 2000）
。コ

Schmeide, K., Heise, K. H., Bernhard, G. and

ロイドによる影響が，地下水流速・分配係数・コロイ

Nitsche, H. (2002) Humic colloid-borne migra-

ド濃度などに大きく依存することは，モデル等で明ら

tion of uranium in sand columns. J. Contam.

かにされつつあるものの，コロイドの存在量や組成は

Hydrol. 58, 1―12.

site-specific な地下水や地層の性質に依存しており，

Avogadro, A. and De Marsily, G. (1984) The role of

最終処分地が決まっていない現在ではモデルに入力す

colloids in nuclear waste disposal. Mat. Res.

べきデータが不確定のため，コロイドによる影響が地

Soc. Symp. Proc. 26, 495―505.

層処分の安全評価上どの程度重大であるかどうかの判

Baek, I. and Pitt, Jr. W. W. (1996) Colloid-facilitated

断は難しい。しかしながら，最初に取り上げた天然環

radionuclide transport in fractured porous rock.

境でのコロイドによる核種移行促進現象がもともとは

Waste Manage. 16, 313―325.

想定外の事象であったこと，また，天然におけるコロ

Balnois, E., Wilkinson, K. J., Lead, J. R. and Buffle,

イドの多様性，さらには評価すべき影響範囲が地下水

J. (1999) Atomic Force Microscopy of Humic

流動系という広域にわたることなどから，コロイドの

Substances; Effects of pH and Ionic Strength.

形成環境と核種移行挙動の実態についてさまざまなこ

Environ. Sci. Technol. 33, 3911―3917.

とを想定し，generic なデータ，パラメータ取得しな

Bates, J. K., Bradley, J. P., Teetsov, A., Bradley, C.

がら把握し，地層処分の安全評価に役立てることが今

R. and Buchholtz ten Brink, M. (1992) Colloid

後とも重要であると考えられる。本論文で提起した幾

formation during waste form Reaction: Implica-

つかの課題は，今後多くの関係者によって様々な議論

tions for nuclear waste disposal. Science 256,

を経て解決していくものであろうが，本論文がそのた
めの一助となれば幸いである。
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