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一 般 論 文

飽和砂層内における放射性核種 の挙動 に関す る研究 (ID

-石英 砂層 カ ラムに よ る放 射性 無 機陰 イオ ンの破過 曲線 に つ いて-

福井正美*1, 桂山幸典*1

 (1975年10月13日 受理, 1976年7月14日 再受理)

 Studies on the Behavior of Radionuclides in a Saturated Sandy Layer (II) 

 The Breakthrough Curves of Radioactive Inorganic Anions 

 through the Quartz Sand Column 

 Masami FUKUI*1 and Kosuke KATSURAYAMA*1 

 The . sorption of some inorganic anions to Toyoura fine sand were examined by using single 

column experiments. Adsorption of C1 was weak but 5042- and PO43- were adsorbed extremely. The 

breakthrough curve of SO42- for Ca2+ saturated sand was similar to that of cation, though S042 was 
leached with deionized water. This means that the sorption phenomenon is based on not an ion ex-

change but a chemical reaction on solid phase. The adsorbed ion of PO43- on a fine sand was not 

leached with 10-3 N CaCl2 solution and distilled water. This irreversible phenomenon stems from that 
the ion pairs of PO43- as Ca3(PO4)2 or CaHPO4 are formed in solution and these colloidal particles or 

precipitates are filtered on fine sand. Iodine in solution consists of two soluble forms, one is non-
reactive forms to fine sand, and another is tightly sorbed on the quartz sand. Thus, the behavior 

of anions is affected by various types of reaction, though it was not based on the ion exchange. 

I 概 説

環 境土壌 水中た おけ る種 々のイオ ンまた は分 子の挙動

に関す る研 究は, 農業 改良の施肥法1)お よび土壌物理2)

に関連す る研 究の一環 と して なされ てきたが, この よう

な:研究は, 最 近では産業廃水や放射 性物質 に よる環 境汚

染評価の観点か ら, 衛生工学3)お よび保健物理 の分野4,5)

に おいて も行 なわれ てきている。

放射性物質 が土壌 水を媒 介に して環境汚染を生 じさせ

る可能 性は, 厳 しい法的規制を もって しても皆無 である

とは断言で きず, 地中におけ る放射性物質 の挙動 に関 し

た基礎 的研究 の累積が必要 と考 え られ る。従 来, この よ

うな研究の対象 とす る放射性核種 は, 137Cs, 90Sr6)な ど

の長寿命放射性陽 イオ ソが お もに 取 り上げ られて きた

が, これ らの無担体状陽 イオ ンの挙 動 も, 系統的に同一

の条件 でなされ た 研究 は 少 ない。 そ して 定性的 な挙動

は, あ る程度明 らかに され ているが, 互 いに比較, 検討

を行 なえ るデ ータの集積 はみ られない。 そ こで, 本論文

では, 従来 あま り着 目され ていなか った放射性無機陰 イ

オ ソを対象 とした。 この取 り扱い施設 と して は, 病院 お

よび研究所 などが考 え られ る。そ して, 特 に β線のみ を

放 出す る陰 イオ ンが廃 水中に混入 した場合 には, 連続測

定式 の水 モニターを使用 して も, そ の検 出感度 が廃水 中

の核種不 明時に法に定め られた許容放 出濃度 を測定 す る

には十 分でないため, 処理施設を持た ない所 では, 低濃

度の放 射性廃水が 一般環境水中へ 放 出され る恐 れ も あ

る7)。

以上の ことか ら, 本論文 では放 射性無機陰 イオ シが環

境に放 出された場 合を想定 し, その ときの砂層中 におけ

る各陰 イオ ソの易動性を知 るために, 簡単 なカラムを用

いた実験か ら, 破過曲線 および砂層吸着分布 を求 めた。

*1京 都大学原子炉 実験所 放射線 管理部門; 大阪府泉南郡熊

取町 (〒590-04)

Div. of Radiation Control, Res. Reactor Inst. 

Kyoto Univ.; Kumatori-cho, Sennan-gun, Osaka. 
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 II 実 験 方 法

 1. 実 験 装 置

 実験 に用 いた装置の系統図をFig. 1に 示す。 貯 留水

槽 としては, カラムに充 填す る試料砂 を処理す るため, 

および試料砂 に吸着 させた拡散物質 を溶離す るために, 

5lの ポ リエチ レン製水槽 を設置 した。 これ と並列 に, 放

射 性核種で ラベル した拡散物質溶液 水槽 (0.5lポ リエチ

レン製水槽) を設置 した。使用 した カラムは長 さ22cm

の透明塩化 ビニール製 で あ り, 下 部には 支 持底 と して

200メ ッシ ュのステ ヒ レススチ ール製金網が と り付け ら

れてい る。 カ ラムの内径 は, 実験の初期 には5cmの も

のを用 いたが, 拡 散物質の試料砂に対す る吸着 の強弱 を

考慮 して, 2cmの ものに変更 した。 カラムか らの流 出液

濃度 を測定 す るため と, 拡散物質溶液 の流入量 を流 出流

量 か ら知 るために, フラクシ ョンコレクターを設 置 した。

前述 した貯留水槽か らカラムへ の溶液 の輸 送には, 微量

チ ューブポ ンプを用 いた。

 2. 実験材料お よび その調整方 法

 カラムに充填す る試料砂 には, 土 木材料の標準砂 と し

て よ く用 い られ る豊浦 石英砂 (平均粒 径が0.223mmの

均 等度の大 きい細砂) を用 いた。豊浦 石英砂は充填す る

前に蒸留水 で水洗 し, 60Cで 乾燥 した後, 実験室 内で

風 乾 した ものを用 いた。 この砂625gを 気泡が トラップ

され ない ように撹拝 しなが ら, 内径5cmの カラムに20

cmの 長 さで飽和 水砂層 どして充填 した。 砂層 内間隙水

量は, 169mlで あった。 同様に内径2cmの カラムに, 

長 さ20cmの 飽和水砂層 として100gの 豊浦石英砂 を充

填 した場合, その砂層内間隙水量は26.2mlで あった。

 3. 拡 散 物 質

 拡散物質 として用いた核種 は35S, 32P, 14C, 36Cl, 1311

である。 また, 一般的 には砂 にほ とん ど吸着 されず, 間

隙水の トレーサ ーと考 え られ る3H20も, それ らとの挙

動の比較のために用 いた。 さ らに, 環境水中 に陰 イオ ソ

が通常 の化学分析 に より検 出される程度 に存在 す る場合

や, 放 出され る放射 性廃 水中に も存在 す る場 合を想定 し

て, 陰 イオ ン濃 度が前述 した放射性核種の砂層内に おけ

る挙 動にお よぼす影響 を検討す るために, 前述 した放射

性核種を トレーサ ーとし, それ らの塩を拡散物質 と して

用いた。 すなわ ち, カラムに流入 させ る溶液 (以下原液

と記す) に添加 した担体は35S, 32P, 36C1, 131Iに 対 し

て, それぞれ硫酸 ナ トリウム, リン酸水素 ナ トリウム, 

塩化 カル シウム, ヨウ化 セシ ウムである。

 Table 1に は, 担体 を添加 しない場合 の放射 性溶液 中

の陰 イオ ン濃度 を示す。 また担 体を添加 した場 合の原 液

の陰 イオ ン濃 度をTable 2に 示 す。

 4. 実 験 方 法

 カ ラム実験 では, 破過 曲線を求め ることを主 目的 と し

たが, γ線を放出す る131Iの 場合は, カラム内の砂を採

取 し, 砂層吸着分布 も求めた。

 拡 散物質の破過 曲線を求め る手順は, つ ぎの とお りで

あ る。

 1) カラムに充填 した砂層 を, 蒸留水 も しくは塩化 カ

ル シウム溶液に よ り処理す る。前者に よる 処理 の 目的

は, 砂を充填す る場合 の間隙水 の濁 りを除 くためであ り, 

後者の 目的はそれ に加 えて砂 に吸着 され ている陰 イオ ン

を塩素 イオ ンに より置換す る こと, お よび未 吸着 座を飽

和 させ るためで ある。

 2) カラム内 の砂層間隙水量 に対す る流 出量 の比 (以

下 τと記す) を基準 に して, 一定量 の原液 を貯 留水槽か

らカラムに流入 させ る。 この場合 の流入量 は前述 した よ

うに, カラムの出 口に設置 されたフ ラクシ ョソコレクタ

ーに流入す る量 に より知 ることがで きる。 本実験 で, 直

径5cm, 長 さ20cmの 砂 層内り間隙水量は169mlで あ

ったが, フラクションコレクターでは, この量の0.02

倍(3.38ml)が1分 割量 とな るように分割量を設定 し

た。 同 じ長 さで直径2cmの 砂層の場合は, 間隙水量26.2

mlの0.05倍(1.31ml)を1分 割量 とな るよ うに設定

した。

 3) カラム内に流入 させた一定量の拡散物質を, 蒸留

水 もしくは塩化 カル シウム溶液 に より溶離 させ る。前者

に よる溶離の 目的は, 砂層への拡散物質 の吸着 機構 が, 

砂粒子表面での沈殿生成 に よるものであるか どうかを判

定す るため であ り, 後者 の場合 は, 塩素 イオ ソとの交換

反応 を検討す るた めである。

 4) 以上, 2), 3)の 過程 でフ ラクシ ョンコレクター

に分割採取 した流 出液濃度(C)を 測定 し, 流 入原液濃度

Fig. 1 Schematic diagram of column experi-

 ment. 



飽和砂 層内におけ る放射性核種 の挙動 に関す る研究 (I) 195

(Co)に 対 す る比を求め, 前述 した τに 対 してプ ロッ ト

し, 破過 曲線 を求めた。 ここで, 濃 度の測定 は, すべ て

の分 割採 取 した流出液については行 なわず, 一定 間隔 ご

とに行 な ったが, 濃度勾配が急激な範囲 につ いては, 密

に測定 した。

 砂 層吸着分布を求め る手順は, つ ぎの とお りである。

 1) 破過 曲線を求め る場合の操作 と同様 に して, カ ラ

ム内砂 層を塩 化 カル シウム溶液に よ り処理す る。

 2) 一定 量の原液を カラム内に流入 させ る。

 3) カラム内の20cmの 砂層を飽和 含水状 で押 出 しな

が ら, 20分 割す る。

 4) 24時 間放置 し, 風乾 した ものを各分割量 か ら約1

g採 取 して測定す る。そ して, 単位砂量 あた りに吸着 し

てい る放射能量を, 原液濃度 で除す こ とに より, 吸着分

布 を求め る。

 以上の実験に おいて, カラム内の流 向は砂 の 目づま り

に よる流速の変動 を防止す る ため に上 向き と した。 ま

た, 間隙内流速は2.2×10-2cm/sec程 度に設定 し, 室

内温度 は20±2℃で あ った。 原液のpHは, 6～7.5の

範 囲に調整 した。

 5. 放 射能測定法

 破過 曲線 を求め るたあに分割採取 した溶液 か ら0.5ml

を採 水 し, 10mlの 液体 シ ンチ レータに溶解 させ, 液体

シ ソチ レーシ ョソカウソタ ーに よ り流 出液 の放射 性物質

濃度 を測定 した。 カラムに流入 させ る原液 の放射 性物質

濃 度は, どの核種 につ いても10-2μCi/ml程 度 に調整 し

た。

 砂に吸着 された1311の 放射 性は, 約19を ポ リエチ

レン製試験管に採取 し, NaI(Tl)ウ ェル型 シ ソチ レーシ

ョソカウンターに より測定 した。 この場 合, 採 取量が1

g程 度では幾何学的効率 に変動 がなか った。 また, 原液

は0.5mlを 採水 し, 砂を測定す る場 合 と同 じ試 験管に

入 れて, その放 射能を測定 した。

Table 1 The physical and chemical characteristics of tracer nuclides. 

Table 2 The solution used to column experiments. 

*column length 20cm, average flow velocity 2.2 x 10-2 cm/sec. **column length 40cm, average flow 

velocity 2 x 10cm/sec. ***z: pore volume.
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 III 実験結果および考察

 Fig. 2に は 内径5cm, 長 さ20cmに 充填 した砂を蒸

留 水を通水 して水洗 し, 0.6τの 原液を流入 させ た後, 

再 び蒸留水 に よ り流出 させた場合の破過曲線を示す。 こ

の結果 をみ れば, トリチ ウム水は砂にほ とんど吸着 され

ないため, その破過 曲線は流れ軸方向の分散効果 のみ に

よ り平坦化 されてお り, 吸着に よる立 ち上 りの遅れ る現

象はみ られ ていない。 トリチ ウム水 と類似 した挙 動を示

す 陰 イオ ン状 の放 射性核種は36Clだ けであ り, 32P, 35S, 

14C, 131lな どは, なん らかの機構 で非 常に よ く豊浦石英

砂に吸着 され ることが明 らかに なった。 したが って, 以

下の カラム実験 では, 単位砂量あた りに通水す る拡散 物

:質量 を増す ために, 内径2cm, 長 さ20cmに 充填 した

砂層 カラムを用 いて, その破過曲線か ら吸着現象 を検討

 した。

 1. 36Cl

 Fig. 3は, 5τ (131ml) の原液 を流入 させ た場合 の

破 過 曲線 を示 した ものであ る。

 Run 1で 示 した結果 は, 蒸 留水で水洗 した砂層に36Cl

を拡散物質 として蒸留水に添加 した原液 を通水 し, 再 び

蒸留水 に よ り流 出 させた ものであ る。Run 2で は, 5×

10-4モ ルの塩 化 カル シウム溶液を約1l通 水 して処理 し

た砂 層に, 36C1を トレーサ ー として同濃 度の塩化 カル シ

ウム溶液 に添 加 した原液を流入 させ, 再 び処理 液 と同 じ

溶液 に よ り流出 させた もので ある。 これ らの結果 をみれ

ぽ, Run 2の 原液 の流出液濃度の プラ トーがRun 1の

それ に比べて若干大 きいが, 立 ち上 り点 や濃 度 フロソ ト

の形状 はほ とん ど変 らない。七た がって, 5×10-4モ ル

濃渡 の担 体 と して加 え られ た塩化 カル シウムの影響はな

か った。 この原因 と しては, 豊浦石英砂 の有 す る陰 イオ

ン交 換容量が少 な く, Run 1の 原液 の塩 素イオ ン濃度

(1.8×10-6モ ル)で も, 陰 イオ ン交換に よる吸着損失が

無視 で きたため と考 え られ る。 また, 流入原液濃度に対

す る流 出液濃度 の比(C/Co)が0.5に 相当す る流 出点が

τ=1に 近い こ とか ら, 拡散 物質 が媒 質に吸着 され ない

 と仮定 した場合 の, 多孔性媒質 内での質量保存式か ら得

 られ る分散方程式 の理論 曲線8)に よ り予想 され る結果 と

破 過曲線が一致す る。

 以上の こ とか ら, 36Clが 一般環境 土壌 水中に放 出され

た場 合には, 地下水 と同程度 の速 さで流動 し広範囲 の汚

染を起 こす恐れが ある と考 え られ る。

 2. 32P

 Fig. 4に 示す破過 曲線 において, 原 液の流入量は塩

素 イオ ソの場 合 と同 じ, (5τ) であ る。 また カラムに充填

した砂は, どの場合 も5×10-4モ ルの塩 化 カル シウム溶

液を1l通 水 して処理 した。

 Run 3は, 5×10-4モ ルの塩化 カル シウム溶液 に無担

体状 の32Pを 添加 した原液5τを 流入 させ, 処理液 と同

Fig. 2 The breakthrough curves of anion slugs 

 of 0.6 pore volume inflow, using Toyoura 

 sand washed with water. 

Fig. 3 The breakthrough curves of C1- slugs 

 of 5 pore volume inflow. 

 The contents of solution used in these ex-

 periments were shown in Table 2. 

Fig. 4 The breakthrough curves of PO43- slugs 

 of 5 pore volume inflow. 

 The contents of solution used in these ex-

 periments were shown in Table 2. 
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じ溶液 によ り溶離 させ た場 合の破過 曲線であ る。Run 4

は, 同 じ条 件 で流入 させた原液 を蒸留水で流出 させた も

の である。 この場合 の流 出液濃 度は, 当然の こどではあ

るが6τま でRun 3め 結果 とほぼ同 じであ った(流 入

条 件が 同 じであ る)ため, それ以後の流 出液濃度 をRun

3と 比較す るために掲 げた。Run 5は, リン酸水素ナ

トリウムを3.3×10-5モ ルの濃度 になる ように, 5x10-4

モル塩化 カル シウム溶液中に32Pの 担体 として添加 した

原液5τを 流入 させ, それを処理液 と同 じ溶 液に よ り溶

離 した場 合の破過 曲線であ る。

 Run 3, 4, 5の 結 果をみれば, いずれ もその形状 に大

差 はないが, 36Clに 比べ ると32Pは 非常 に強 く豊浦石

英砂 に吸着され ることがわか る。 しか も, それ らの場合

はいずれ も流入 した拡散物質量 に対す る流 出量 の比が小

さく, 不 可逆 的に吸着 されて いる。 さ らに, 破過 曲線 の

立 ち上 りが, 砂に強 く吸着 され るにもかかわ らず, Fig. 

3に 示 された36Clの 場合 と同程度 に早 い とい う特色が

あ る。

 担 体の影響お よび溶離条件 の違 いに よる差はわずかで

はあ るが, 担体を添加 した場合 の流 出液濃 度がその プラ

トー状の所で若干高 くなるこ と, 溶離 液 として蒸留水を

用 いた場合は, 塩化 カルシウム溶 液を用 いた場 合 よ りも, 

わずかでは あるが溶離量 の多 い ことな どが認め られた。

 32Pは リン酸 イオ ソ(PO43-)あ るいは リン酸 水素 イオ

ン(Hpo42-)な どの陰 イオ ソとして溶液中に存在 してい

る ことが考 え られ るが, 共存す る陽 イオ ソの カル シウム

と難溶性 の無機化合物 を形成 して い る こ とも 確かであ

る。 リソ酸 カルシ ウムの溶解 度積 は3.1×10-239)で あ

り, Run 4で 検討 した ように蒸 留水に よ り, 捕捉 された

32Pを 溶離 してもそれが流出されないのは, 前述 した よ

うな不溶性に近 い解離定数 を有 す る化合物 と して32Pが

捕捉 され ているため と考 え られ る。一 方, イオ ソ状あ る

い は微細 な粒子 として存在す る32Pは, 砂 層に吸着 され

ず に流 出す るもの と考 え られ る。破過 曲線 において立ち

上 りの早 い流 出成分 が, これに相当す るもの と推定 され

る。 また, 担体 として リン酸 イオ ソを添加 して も, 共存

す るカルシ ウムイオ ンが充分 にあれば, イオ ン状 と して

存在す る量 はその溶解度積か ら決定 され るか ら, 大部分

の リン酸 イオ ンは カル シウムイオ ソと不溶性 の化合物 を

形成 し砂 層に捕捉 され る。 したが って, 流 出す る32Pが

無担 体状 の場 合に比べて も, それ ほど多 くな らなか った

もの と考 え られ る。

 結 局, 32Pが 環境土壌水中 に放 出された場 合は, その

大部分は不溶性の化合物 と して不可逆的 に捕捉 され, 広

範 囲 な環境汚染を起 こす恐れ はない と考 え られ る。

 3. 35S

Fig. 5に 示 した破過 曲線 の境界条 件 も, 36C1や32P

の場合 と同 じであ り, カ ラムに充墳 した砂層 も, すべて

同 じ濃度 の塩化 カル シウム溶液で処理 して カラム実験に

用いた。 図中, Run 6は 無担 体状の硫酸 イオ ソを流入 さ

せ, それ を蒸留水 で流 出 させ た破過 曲線 であ り, Run 7

は 同'じ条件 での流 入原 液を, 5×10-4モ ル塩化 カルシウ

ム溶液 で溶離 させ た ものであ る。 また, Run 8は 担体 と

して硫酸 ナ トリウムを5×10-5モ ルの濃度に なる ように

5×10-4モ ル塩化 カル シウム溶 液に添加 した原液5τを,

処理液 と同 じ溶液で溶離 させた もので ある。 これ らの結

果 に共通 した特徴は, 36Clお よび32Pの 場合 と異 な り, 

破過 曲線 の立 ち上 り点の遅れが観測 され るこ とである。

さ らに, 溶離液 として蒸留水を用 いた場合, 初期 の流入

原 液濃 度(C0)よ りも数倍ほ ど高い濃度 の溶液 が流出す

る ことであ る。 これ らの こ とか ら, 硫酸 イオ ソは一見 陽

イオ ンの イオ ン交換吸着に基づ く破過 曲線 と類 似 した傾

向を示すが, 蒸 留水に よる溶離 が顕著 に示 され ることか

ら, 砂粒子表面に おいて カルシ ウムの化 合物(硫 酸 カル

シウム)を 形成 し, 吸着 され ている と考 え られ る。 した

が って, このよ うな現象 は一種 の Fajans-Paneth の規

則10)に従 う反応の例 とも考 え られる。硫酸 カル シウムの

溶解度積は, 1.2×10-611) と前述 した リソ酸 カル シウム

に比べては るかに大 きいため, 原 液を調整 した ときか ら

不溶性の化合物 として存在す るのではな く, 砂 層を通過

す る間 に難溶性 の化合物 を生成 して吸着 され るものであ

り, リン酸 カルシウムの場合 とは砂 層での捕 捉の機構 は

異 な ると考 え られ る。 この場合, 硫酸 やル シウムの生成

反応の速度定数が, みか け上 イオ ソ交換に基づ く反応 の

速 度定数 と同様に考え られ ることか ら, 破過 曲線の立 ち

Fig. 5 The breakthrough curves of 5042- slugs 

 of 5 pore volume inflow. 

 The contents of solution used in these ex-

 periments were shown in Table 2. 
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上 り点 が遅れ るもの と結論づ け られる。 また, 担 体を添

加 した場 合 も, 実際の条件 でのカルシ ウムイオ ソと硫酸

イオ ソの濃 度積(2.5×10-8)は, 前述 した硫酸 カル シウ

ムの溶解 度積(1.2×10-6)よ りも小 さいため, 原 液中に

おいて沈 殿が析出す るまでに はいた らない。

 結局, 硫酸 イオ ンの場合 はある硬 度を有 す る環 境土壌

水中では, イオ ン交換現象 に よる陽 イオ ンの挙動 と類似

して, 可逆 的 な反応 で水 の流 れにあ る時間遅れを伴 って

移動す ると考え られ る。

 4. 131I

Fig. 6は, 131Iを 種 々の条件 で吸着, 溶離 させた場

合の破過 曲線 を示 す。 図中Run 9で は, 蒸留水を通水

して間隙水中 の濁 りを除 いただけの豊 浦石英砂を充填 し

た カラムを用 い, これに無担 体状の1311を 蒸留水に溶解

させた原液を10τだ け流入 させ, その後 蒸留水で溶離

させた もので ある。 これ をみれば, 曲線 の立ち上 り点は

C/C0が0.5に 相 当す る流出点が τ=1よ りも少 し遅れ

てい る。 さ らに従来 の陰 イオ ンと異 なる点は, C/Coが

0.7～0.75程 度 まではすみやかに上昇す るが, それ以後

では プラ トー状 になる ことであ る。

 Run 10で は, 5×10-4モ ル塩 化 カル シウム溶液 を1l

(38τ) 通水 して処理 した豊 浦石英 砂充填 カラムに, 処理

液 に無担体状 の131Iを 溶解 させた原液5τを 流入 させ, 

それを同濃度 の処理液 (塩化 カル シウム溶液) 2.5τに

よ り溶離 させ た。 そ して, この吸着分布が存在す るカ ラ

ムに, 同 じ131Iを 含む原液を2.5τ流 入 させ た ときの

破過曲線 であ る。 これに よれば, Run 9に 比べて立ち

上 り点は少 し早 くな り, 水の流れ と同 じ程度 になってい

るが, プラ トー状態 にあ る破過曲線の濃度 は, それ ほ ど

変わ らない。 また, 処理液2.5τに よ り溶離 され なか っ

た, 初期吸着分布が存在す る場合 の破過 曲線 のプラ トー

高 さ(Run 10, 8.5～10τ) も, それが存在 しない場合 の

プラ トー高 さ (1.5～5.5τ) に比べ て有意差 はみ られ な

い。 したが って, 初期吸着分布 の存在 は, 吸着速度 に影

響を及ぼ しては いない と考 え られる。

 Run 11の 破過 曲線 は, Run 10の 実験 に より得 られ

た流 出液 を流入原液 として用 い, その他 はRun 10と 同
一じ条件 で7.5

τま で観察 したものである。 この場合 も, 

立 ち上 りや プ ラ トー高 さは, Run 10の 結果 と著 しい差

は なか った。

 Run 12は, ヨウ化セ シウム濃度が1×10-4モ ル とな

るよ うに担体 を加 えた原液 を用 いたもので, 他 の条件 は

Run 10と 同様に して9.4τま で観察 した破過 曲線 であ

る。 これ に よれば, Run 9～Run 11に 比べ てプ ラ トー

高 さが0. 9～1.0と 高 くなっている。

 Run 13は カラム長を40cm, 間隙 内平均 流速 を2×

10-3cm/secと 遅 くし, 131Iの 砂 層内における滞留 時間

を長 くしたものであ る。 これに よれば, プラ トー高 さは

従来 の破過 曲線 の ものに比べて低 く, 0. 5程 度 とな って

いる。

 以上 の結果 か ら, 131Iの 破過 曲線 にみ られ る飽和砂層

内での挙 動に関す る着 目点を まとめ ると, つ ぎの とお り

であ る。

 1. 立 ち上 り点 か らみて, 水の流れに対す る131Iの 流

速 が同程 度であ る成分が存在す る。

 2. 破過 曲線の プラ トー高 さが流入 させ る原液量を増

して も, ほ とん ど増加 しない ことか ら, 不可逆的に砂層

に吸着 され る131Iの 成分が存在す る。

Fig. 6 The breakthrough curves of I- slugs under various conditions of 

 leaching. 

 The contents of solution used to these experiments were shown in Table 2. 
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 3. 一度破過 曲線 を得 るために砂層内に通水 したその

流 出液を, 24時 間後 に再 び原液 として用 いた場合の プラ

トー高 さは, は じめの場 合 と変 らない。 この ことか ら, 

131Iの 吸着 されやす い成分 と吸着 され に くい成分 の流出

液中 におけ る比率 は, 24時 間後 では一定 であ ると考え ら

れ る。

 4. プラ トー高 さが滞留時間を カラム長や流速を変 え

て長 くす る ことに よ り低 くな ることか ら, 吸着平衡がす

み やかに達成 されず, 吸着現象が進んでい ることがわか

る。 しか しなが ら, 担 体 としてCsIを1×10-4M濃 度 と

な るように添 加 した場合には, プラ トー高 さがlに 近 く

な り, 吸着損失が少な く3み かけ上 の吸着平衡 がほぼ達

成 されてい る。

 以上の結果か ら, 溶液中に おけ る131Iの 成分 は少 な く

とも2種 類であ ることが推定 され るため, pHお よび131I

の担体濃度を変 えてMIBK (メチ ルイ ソブチルケ トン)

を用 いた溶媒抽 出を行 なった。実験方法 は, 131Iを 含む

5x10-4モ ルの塩化 カル シウム溶液10mlをMIBKと

等量 に混合 し, 有機溶媒 中へ分配 された131Iを バ ッチ法

で抽 出 して, この濃度 を ウェル型MaI(Tl)シ ンチ レー

シ ョソカ ウソターで測定 した。Fig. 7に は, MIBKに

混合 され る以前 の1311の 放射性溶液濃度(Co)に 対す る

MIBKに 分配 された1311の 濃度(C)の 比率 が, 溶液の

pHを3～8に 調整 した場合につ き示 され ている。 この

場合, ヨウ素 の溶液濃度 は無担体 状の もの と10-8, 10-6

M/lの3種 類 につ き行 な った。 この結果か ら, MIBKに

抽 出され るヨウ素量 は, 低pH溶 液ほ ど多い ことがわか

る。 また, 溶液中の ヨウ素濃度が高 いほ どMIBKに 抽

出 され る比率が低 くな ることが 明 らかに なった。 この よ

うに, MIBKに 抽 出 され る分子状 と考え られ る1311の

成分がpHに よ り変化す る ことか ら, pHの 破過 曲線 に

及ぼ 影響が考 え られ る。 そこで, すpHを4. 1と6:1

に調整 した原液5τをRun10と 同 じ条件 で流入 させ

た破過 曲線を求め る と, そ の プラ トー濃 度は 前 者 では

0.35程 度で あ り, 後者 の場合 は0.65程 度であ った。

このことか ら, 豊浦石英砂層 に吸着 されやすい成 分は, 

1311の 分子状 のもので ある と推定 される。 以上の推論 を

確 かめるために, pHを4.1, 6.1. お よび8.1に 調整

した原液3種 類 をそれぞれ8τだ け流入 させた場合 の砂

層吸着分布 を求 めた。 その結 果をFig. 8に 示す。 これ

をみれ ば, pHが 低い (分子状 の1311が 多い) ほ ど1311

が よく吸着 され る ことが明 らかである。 また, このこと

は逆に イオ ン状 の131Iが 豊浦 石英 砂に吸着 されに くく, 

流 出 しやすい成分であ ることを意味 してい る。

 最 後に, 無担体状の131Iを 含む原液 の流入量 の増加に

伴 う砂層内吸着分布 の変化を検討す るため, 1, 2, 4,

8,16τを 流入 させ た場合 の吸着分 布をFig. 9に 示す。

この場合, 原液 のpHは6.1と 一定 とした。 この結果

Fig. 7 The ratio of molecular iodine to total 

 iodine in 5 X 10-4M CaC12 solution. 

Fig. 8 The effect of pH on the transportation 

 distribution of 131I along the column. 

Fig. 9 The transportation distribution of 131I 

 for five kinds of inflow pore volume. 
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に よれ ば, 流入量 の増加に基づ く流入端近辺 における吸

着量 の増 大は著 しいが, 流 出端近辺 では緩慢 である。 こ

の原 因は, 流入端近辺 で分子状 の131Iが 不 可逆的 に吸着

され ることに より, 流 出端近辺 での間隙水中に おけ るそ

の成分 が減少す るため と考え られ る。

 以上の ことか ら, 131Iは 無担体状 では環 境土壌水中 に

放出 された場合, その多 くは土壌に吸着 され るが, 土壌

水 と同程度 の速 さで砂層中を流動す る成分 も無視で きな

いと考 え られ る。そ して担体が1×10-4M濃 度程度 で含

まれ ていれぽ, よ り広範囲 な土壌汚染を生 じることが想

定 され る。

 IV あ と が き

 本報では, 現象 を単純化 した カラム法に よ り, 数種 の

無機陰 イオ ンの飽 和砂層内におけ る挙動を実験的に検討

した。 そ の結果, 陰 イオ ソで も通 常 の環境水中に存在す

る程度 のカル シウムイオ ソの濃度場 では, た とえ土壌 が

陰 イオ ン交換容量 の少 ないもので あっても, なん らかの

反応 に よ り吸着 され るが, それは陽 イオ ンの場 合に生 じ

るイオ ン交換反応に基づ くものではな く, 共存 す るカル

シ ウムイオ ンや砂層 内に吸着 されてい るカル シウム成分

との化学的 な反 応に よる難 溶性物質の生成に関す る現象

が支配的 となる ことが実験的に例証 された。 また, 難溶

性化合物を生 成 しない陰 イオ ソで も分子状 で存在す る未

解離 の ものは, 物理的に吸着 され る ことも一 部明 らかに

なった。
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