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要旨(Abstract) 

 土壌有機物は土壌への放射性セシウム（Cs）の吸着を阻害し，土壌中の Cs 移動に影響を与え

ることが指摘されている．しかし，既往の研究では平衡状態を仮定した実験の報告が多く，土壌

水の流れに伴う土壌中の非平衡条件下の Cs 移動に土壌有機物が与える影響は明らかにされてい

ない．本研究では土壌に吸着した有機物が土壌中の速い Cs 移動に与える影響を明らかにするこ

とを目的に室内実験と数値実験を行った．その結果，土壌固相に吸着した有機物はフレイドエッ

ジサイト（FES）や六員環への Cs 吸着を阻害し，さらに粘土平面部で Cs を脱離しやすい状態

で吸着することで Cs の移動を促進させると考えられた． 
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1.はじめに 

東京電力福島第一原子力発電所事故以降，環

境中の放射性セシウム（Cs）動態の把握が課題

になっている．土壌有機物は粘土粒子への Cs

吸着を阻害し，土壌中の Cs 移動を促進する可

能性が指摘されている（Dumat and Staunton, 

1999；Fan et al.,2014）．しかし，既往の報告

の多くは，土壌と Cs を長時間反応させる平衡

状態を仮定した実験や現地観測で，降雨時の土

壌水の移動に伴う速いCs移動の機作を説明で

きているとは言い難い．そこで，本研究ではカ

ラム実験と飽和・不飽和多孔質体中の水・物質

移動シミューレータである Hydrous-1D を用

いた数値実験を用いて，土壌水の移動に伴う

Cs 移動に土壌有機物が与える影響を検討した． 

２．カラム実験の方法 

(1)土壌試料：2015 年に福島県相馬郡飯舘村 F

地区の放棄林地で深さ 30～60 cm から採取し

た風化花崗岩土壌を供試土壌として使用した． 

(2)有機物溶液：埼玉県秩父の東京大学演習林

内で 2008年に採取したリターを用いて作成し

た．破砕したリターと純水を 24 時間混合後，

0.45 m のフィルターを通過した溶液を回収

した．回収した溶液に加水し，溶存有機炭素濃

度 20 mg-C/L の有機物溶液を作成した．  

(3)Cs 溶液：137Cs 溶液に加水し，137Cs 濃度

1.00×104 Bq/L の Cs 溶液を作成した．尚，今

回使用する溶液はすべて，NaOH 溶液と NaBr，

または NaCL 溶液を用いて pH6，イオン強度

1.0 mmol/L に調整したものを使用した． 

(4)通水条件：本実験は管理区域である東京大

学農学生命科学研究科アイソトープ農学教育

研究施設で行った．内径 3 cm，高さ 1 cm の円

筒アクリルカラムに供試土壌を充填し，カラム

下端から NaCl 溶液を湛水深 1 cm となるまで

通水した．湛水後，通水方向を土壌カラム上端

から下端に切り替え，Cs 溶液供給前に有機物

溶液供給しないカラム実験①と有機物溶液を

事前に 240 PV 供給（カラム実験②），または

1050 PV 供給（カラム実験③）した 3 条件の

土壌カラムを調整した．土壌カラムを調整後，

NaCl 溶液 20 PV を通水，その後，Cs 溶液 240 

PV，NaCl 溶液を再度 240 PV 分通水した．  

(5)数値実験：土壌固相への Cs 吸着につい



て，(a)Two sites-平衡・非平衡（式(1),(2)）と

(b) Two sites-非平衡（式(3),(4)）の 2 つの吸

着モデルを検討した(Deepagoda et al., 

2011)．カラム実験の結果をもとに Hydrous-

1D を用いた逆解析を行い，各モデルの速度

定数等の値を求め，土壌カラムからの Cs 流

出を計算した．また，(b) Two sites-非平衡モ

デルでは，粘土平面部のような可逆的吸着サ

イト sk1と，FES や六員環への Cs 吸着のよ

うな不可逆的吸着サイト sk2を仮定した．

 

s -固相の溶質濃度[g cm-3]，se-平衡吸着サイト

の溶質濃度[g cm-3]，sk, sk1, sk2 -非平衡吸着サ

イトの溶質濃度[g cm-3]，c-液相の溶質濃度[g 

cm-3]，t-時間[min]，f-吸着サイト中の平衡吸着

サイトの割合[-]，Kf, β-Freundlich 式の定数，

θ-堆積含水率[-]，ρ-乾燥密度[g cm-3]，α-速度

定数[min-1]，ka1,ka2-吸着定数[min-1]，kd-脱離

定数[min-1]． 

３．結果 

Fig.1にカラム実験と数値実験で得られた流

出液の Cs 濃度の変化を示す．なお，カラム実

験は条件に応じて通水 PV が異なるため，Cs

溶液通水前の NaCl 溶液 20 PV 分を通水し始

めるところを通水 PV の起点とした．有機物溶

液を供給しなかったカラム実験①と比べ，有機

物溶液を供給したカラム実験②③ではCs供給

段階の相対 Cs 濃度が大きくなった． 

また，Table 1 に数値実験で得られた各モデ

ルのパラメータを示す．(a)平衡・非平衡モデル

の固相における平衡吸着サイトの割合を示す

ｆ値が全てのカラム実験で 1 ％以下となった．

本研究における土壌中の速い Cs 移動は，バッ

チ吸着実験で得られる分配係数のような平衡

状態を仮定した移動論での評価が難しいと考

えられる．また，(b) 非平衡吸着モデルでは，

カラム実験①と比べて，有機物を供給したカラ

ム実験②③では不可逆吸着サイトの吸着定数

ka2 の値が小さく，可逆吸着サイトの脱離定数

kd1 は大きくなった．土壌に吸着した有機物は

FES や六員環では Cs 吸着を阻害し，粘土平面

部ではCsを脱離しやすい形で吸着することで

土壌中の Cs 移動を促進すると考えられる． 

４．まとめ 

 本研究より，土壌水の移動に伴う速い Cs 移

動において，土壌に吸着した有機物は FES や

六員環への Cs 吸着を阻害し，粘土平面部に Cs

を脱離しやすい形で吸着することにより土壌

中のCs移動を促進することが示された．また，

土壌水の移動に伴うような速いCs移動は平衡

状態を仮定した移動論で評価することが難し

いことも示された． 

 

 

𝜕𝑠𝑒

𝜕𝑡
= 𝑓𝐾𝑓

𝜕𝐶𝛽

𝜕𝑡
 

𝜕𝑠𝑘

𝜕𝑡
= 𝛼   1 − 𝑓 𝐾𝑓𝐶

𝛽
 − 𝑠𝑘  

（1）

（2）

𝜕𝑠𝑘1

𝜕𝑡
=  𝑘𝑎1𝜃𝑐/𝜌 − 𝑘𝑑1𝑠𝑘1 

𝜕𝑠𝑘2

𝜕𝑡
=  𝑘𝑎2𝜃𝑐/𝜌 

（3）

（4）

(a) Two sites-平衡，非平衡モデル s =se+sk 

(b) Two sites-非平衡モデル s =sk1+sk2 
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Table 1 吸着モデルのフィッティングパラメータ 

Fig.1 Cs 流出の計算値と実験値 

Ⅰ-Cs 供給前，Ⅱ-Cs 供給，Ⅲ-NaCl 再供給 
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