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福島第一原発の事故で周辺地域が放射性Csにより汚染

山林の除染の目処が立っていない

未除染の山林からのCsの移行による汚染の可能性

目的

表層土壌処理によるCsの移行抑制：

山林の腐葉土中の放射性Csを負電荷を持つ粘土粒子に吸着させ、そ

の粘土粒子を正電荷を持つポリイオンコンプレックス（PIC）で凝集

させることで、放射性Csを捕捉し、移行抑制できるかどうかを検討。

背景



アニオン過剰PICカチオン過剰PIC

溶液中にコロイド状態で存在

負電荷を持つ正電荷を持つ

沈殿形成

カチオン性ポリマーと
アニオン性ポリマーを

電荷比1:1で混合

電荷比を
大きく変化

ポリイオンコンプレックス（PIC）について

・土壌固定能
・凝集沈殿能

PICコロイドの性質



ベントナイト（粘土）について

100～
1000nm

ベントナイト

層間にNa⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺など
交換性陽イオンを持つ

ベントナイトの持つイオン交換性により、
Cs⁺が層間にトラップされる

イオン交換反応

Cs⁺ 層間のイオンの
溶出

ケイ酸四面体

ケイ酸四面体アルミナ八面体

アルミナ層のAl³⁺がMg²⁺に置換され、

表面は負電荷を持つ

1nm



試薬

カチオン性ポリマー

・DADMAC (Poly diallyl dimethyl ammonium chloride)
品名：ユニセンスFPA1001L（センカ株式会社）

M.W.100000～500000

アニオン性ポリマー

・CMC( Carboxy methyl cellulose sodium)
品名：CMCダイセル1220（ダイセル化学工業株式会社）

M.W.160000～380000

混合

カチオン過剰ポリイオンコンプレックス

DADMAC:CMC＝43：1 1.5wt％

アニオン過剰ポリイオンコンプレックス
DADMAC:CMC＝1：3 1.5wt％ アニオン過剰カチオン過剰

どちらも沈殿せず、コロイドの状態



Cs移行モデル実験 方法

1層目コンテナに腐葉土2kg

砂

各層を通過してきた
懸濁水が溜まる

砂

腐葉土

水

1層

2層

3層

2，3層目コンテナに砂4kg

24Lの水を散布
（日本の１ヶ月分の平均雨量150mm）

腐葉土10kgにベントナイト500gを
懸濁させた7Lの水を加えて
攪拌後、乾燥

腐葉土に対する処理

2層目にカチオン過剰PICを
3層目にアニオン過剰PICを
5L/m²散布

砂に対する処理

各層の腐葉土、砂を乾燥させ、
CsI(TI)シンチレーション検出器で
放射性セシウム濃度を測定



Cs移行モデル実験 条件設定

腐葉土

砂

砂

腐葉土

砂
カチオン過剰PIC

砂
アニオン過剰PIC

腐葉土
ベントナイト

砂

砂

腐葉土
ベントナイト

砂
カチオン過剰PIC

砂
アニオン過剰PIC

2層

1層

3層

※ アニオン過剰PICは、主として、ポリカチオンの流出を防ぐ役目



Cs移行モデル実験 結果（１層目）

ベントナイト（粘土）の有無による放射性Cs濃度の違い

ベントナイト“あり”では、水を散布した前後で放射性Cs濃度の低下が大きい

➝腐葉土中のCsがベントナイトに吸着し、その粒子が水で流された

前 後 前 後 前 後 前 後

ベントナイトなしベントナイトあり



カチオン過剰PIC”あり”では、放射性Cs濃度がやや大きい
→ベントナイト粒子がカチオン過剰PICの作用により凝集し、砂に蓄積

1層目でベントナイト“あり”では、放射性Cs濃度が大きい
→2層目で捕捉できた放射性Csが増加

PICなしPICあり PICありPICなし

1層目ベントナイトあり

Cs移行モデル実験 結果（２層目）

カチオン過剰PICの有無による放射性Cs濃度の違い

1層目ベントナイトなし



腐葉土にベントナイトを加えると、イオン交換反応に

より、腐葉土の放射性Csはベントナイトに移行

水の散布で移動したベントナイト粒子は、カチオン過

剰PICによって凝集し、砂の中に捕捉

Cs移行モデル実験のまとめ



リター層

腐葉土

斜面の腐葉土中に存在するCs濃度を測定し、比較

落葉・枝がまだ分解されていない状態に
あるリター層では、放射性Csは不検出。

一方、リター層下の腐葉土では、相当量
の放射性Csが検出された。

森林実証試験 場所： 茨城大学工学部N1棟東側斜面

測定地点



森林実証試験 準備： 準備の概要

表面の腐葉土を回収し、斜面の上方に移動

放射能濃度の測定
は、
それぞれ上方、中間、
下方の３カ所

腐葉土 腐葉土

腐葉土

1.5m

5m

6m

① ② ③ ④

細長いビニール袋に黒土
を入れたもので仕切り

●：測定地点



上方より下方の腐葉土の方がセシウム濃度は高かった
→ 降雨によって、セシウムは上から下へと移動したと考えられる

森林実証試験 準備： 試験前の測定結果



山林の放射性Cs移行抑制（受動的除染）のモデル

ベントナイト吸着

ポリイオンコンプレックスでの捕集

水溶性セシウム

森林実証試験 方法論



森林実証試験 試験の概要

水のみを散布

1か月後、各レーン３ヵ所ずつ、
表面の土壌を採取して、
CsI(TI)シンチレーション検出器で、
放射性セシウム濃度を測定

＋

－ －

＋水 水

腐葉土 腐葉土

1.5
m

5m

6m

1wt%ベントナイト(粘土)懸濁液５L/m²を散布

カチオン過剰PICを５L/m²散布

アニオン過剰PICを５L/m²散布

●：測定地点



森林実証試験 結果

1か月経過後と腐葉土回収直後の斜面の放射性セシウム濃度の分布

ベントナイト、PICともに“あり”の場合には、斜面上部にとどまるCsの割合が大きい
➞腐葉土中のCsを吸着したベントナイト微粒子を、カチオン過剰PICが

凝集させ、捕捉している（移動抑制）
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リターの回収

移動させた腐葉土に
ベントナイト懸濁液、水を散布

斜面へのPIC、水の散布

リター回収後の斜面

森林実証試験 試験の様子



ベントナイトとPICの両方が“あり”の場合、その相乗

効果により、放射性Csの移行が大幅に抑制

ベントナイト粒子がCsを吸着し、PICがベントナイト

粒子を凝集させることで、Csの移行が抑制された

と推測

森林実証試験のまとめ



補足実験（１）〜腐葉土中Csのベントナイトへの移行

実験方法



補足実験（１）〜腐葉土中Csのベントナイトへの移行

実験結果

放射性Csは、沈殿物（腐葉土）から浮遊物（ベントナイト懸濁液）に移行する



補足実験（２）〜ベントナイトによるCsのサクション

実験方法

ベントナイトの吸い上げ効果（サクション）は乾燥によって起こるので、一度、乾燥させる

ことにより、腐葉土からのCsの吸着が、サクションによって促進されている可能性がある



補足実験（２）〜ベントナイトによるCsのサクション

実験結果

ベントナイト：18g  撹拌時間：3時間

同じベントナイト量・撹拌時間に設定したが、サクションによって、Cs移行量は
約1.7倍になった



放射性Csは、腐葉土（沈殿物）からベントナイト懸濁液

（浮遊物）に移行

腐葉土にベントナイト懸濁液を添加した後、一旦、

乾燥させると、サクションによりCs移行量は約1.7倍に

補足実験（１）、（２）のまとめ



結論

腐葉土に含まれるCsの移行抑制は、ポリイオンコンプ

レックス（PIC）とベントナイト（粘土）の両者を用いるこ

とにより、はじめて達成できる： 一方のみではダメ
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