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特 集 記 事

ゼオライトによる放射性汚染水処理での放射線効果の検討

日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究部門 永石隆二

Radioactive water has been emitted following incidents
at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station, and
needed to be quickly decontaminated by the adsorption
and/or the coagulation sedimentation of radioactive nu-
clides, where hydrogen molecules are produced by water
radiolysis. The decontamination process with zeolites as
absorbents of radioactive cesium was assumed, the ob-
served yields of hydrogen production were determined in
mixtures of seawater and zeolite, and then the production
rates were estimated for the safety operation of process
before the operation started.

Keywords: Radioactive water, Decontamination, Zeolite,
Seawater, Radiolysis, Hydrogen production

1 はじめに

3 月 11 日に起きた地震（東北地方太平洋沖地震）に
ともなう大津波の影響で，福島第一原子力発電所（the
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station）で全電源喪
失，原子炉建屋での水素爆発などが起きた結果，原子
炉が損傷して，放射性物質を含む大量の水（stagnant
radioactive water）がタービン建屋の地下に溜まった．
ところで，1999年に茨城県の東海村で起きた JCO臨
界事故では当時，使用済核燃料の分析に携わる者として
自発的に集まった研究者や技術者とともに，事故の翌日
から，臨界が起きたウラン溶液の採取後に要請されるこ
とを見込んで，短寿命の核分裂生成物（fission product,
FP）や核分裂性核種（fissile nuclide）の分析対象核種の
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選定ならびに分析作業の準備に着手していた．
しかし今回は，我々も被災して，研究所内外の建物や

道路の損壊，実験室の装置や器具の破損を目の当たりに
し，長時間の停電や断水にも見舞われ，さらに情報も遮
断されたため，すぐに何かができる状況ではなかった．
事実，私が福島第一原子力発電所の事故を知ったのは，
電源が回復した，地震発生の翌週のことだった．
このような状況下で，インターネットや手元の情報を

頼りに原発事故に役立つ活動を模索しているなか，3月
下旬に大学，研究所，民間の有志による「放射性物質を
含む汚染水処理のための基礎データの取得」 1) の活動に
加わった．この活動では，ゼオライト（沸石）をはじめ，
非ゼオライト系無機イオン交換体，活性炭などの固体吸
着剤（adsorbent）を用いて，主要な FPであるセシウム，
ストロンチウム，ヨウ素の吸着試験が実施されて，吸着
に及ぼす海水濃度，吸着剤量／汚染水量の比，吸着時間
の影響など，汚染水処理システムの構築に役立つ数多く
の基礎データが取得された．

図 1 汚染水処理での水素発生に関する評価スキーム
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ここで，我々は放射線化学を研究する者として，汚染水
処理を安全に運用する観点から，放射性核種（radioactive
nuclide）から発生する放射線による水の分解で放出され
る水素量の評価を進めることとなった（図 1）．
当初は，原発事故に関する詳細な情報を入手できず，
原子力安全・保安院（NISA）や東京電力（TEPCO）の
ホームページに掲載された，公開情報をもとに進めた．
また，大量の汚染水を迅速かつ早期に処理するために，
早急に処理装置を設置して稼働する必要があった．こ
のため，処理装置の設計上および運用上の指針となる評
価・実験データを，処理の開始前に得る必要があった．
さらに，この段階では，どんな構成や条件で汚染水処理
が行われるかは未知であったため，どのような処理方針
にも対応できる実験データの取得を念頭においた．
以上の経緯を踏まえて，本記事では，ゼオライトを利
用した汚染水処理での放射線効果の検討について，順を
追って紹介する．ここで，Co-60 γ線による照射実験や，
放射線化学で重要となる水素発生の収量（G値）に関す
る詳細については，熊谷らが速報 2) などで報告している
ので，そちらを参考にしていただきたい．

2 汚染水処理の想定

汚染水は，漏えい直後には原子炉や使用済燃料プール
の水であったが，原子炉建屋内の核燃料の冷却が開始さ
れた後では海水，ホウ酸，ヒドラジンなどが混入して，
冷却作業が進むにつれ，その量も増えていった．放射性
核種の組成として表 1 に，2 号機の汚染水の結果（4 月
13 日分析時点の値） 3) を示す．当初は γ 線分析のみで
あった 4) ため，β放出核種の Sr-89や Sr-90（と放射平衡
にある Y-90）については，ORIGEN2 5) などの核的燃焼
計算コード（燃料組成や照射履歴が必要）によって燃料
中の核種組成を算出して，これと核種の化学的性質に依
存する移行率 6) から，汚染水中の濃度が推定された．
表 1 の結果の特徴としては，Cs-134 の放射能濃度が

Cs-137 と同程度であること，Sr-90 の濃度が Cs-137 の
1/20 程度であることが挙げられる．また，当初は比放
射能が高く 10 日前後の短半減期の核種である I-131 や
Ba-140の影響が顕著であったが，今後は，年オーダーの
半減期をもつ Sr-90，Cs-134，Cs-137がより重要となる
と言える．さらに，表 1の汚染水を 50,000 m3 処理した
場合の放射性セシウム量を試算すると，約 46 kgとなる．
この量は，スリーマイル島原子力発電所（the Three Mile
Island Unit 2, TMI-2）の冷却水喪失事故（loss-of-coolant
accident, LOCA）で発生して，ゼオライトによって処理
された汚染水中の放射性セシウム量（すべてを Cs-137

表 1 汚染水の核種分析データ 3)．*1 上記の
核種の娘核種（放射平衡の状態）*2 娘核種
Ba-137m と放射平衡の状態

核種 半減期 比放射能 放射能濃度
(Bq/g) (MBq/mL)

Sr-89 50.53 d 1.1 × 1015 0.70

Sr-90 28.79 y 5.1 × 1012 0.14

Y-90 ∗1 64.10 h 5.1 × 1012 0.14

I-131 8.040 d 4.6 × 1015 2.0

Cs-134 2.062 y 4.8 × 1013 2.6

Cs-137 ∗2 30.04 y 3.2 × 1012 2.8

Ba-140 12.75 d 2.7 × 1015 0.24

La-140 ∗1 1.678 d 2.7 × 1015 0.20

として最大 4 kg 弱） 7) と比べて大きく，このことから
も，今回の原発事故の規模がうかがい知れる．
さて，この汚染水中の放射性核種をゼオライトなどの

吸着剤によって処理する訳であるが，3月末の時点では，
どのように処理が行われるかはわからなかったため，処
理前の汚染水，汚染水に少量の吸着剤を分散させる処理
（バッチ法）またはカラムに吸着剤を充填して汚染水を
流通する処理（カラム法），処理後の廃棄ゼオライトの一
時貯蔵のケースを想定して，それぞれのケースで発生す
る水素量を事前に評価した．
事前に評価するにあたっては，それぞれのケースで

吸収される放射線エネルギー量（吸収線量）の評価が
必要となるほかに，それらに対応する水素の発生収量
（observed yield）が必要となる．この収量は処理前を除
いて吸着剤が共存した水溶液に対するものであり，これ
まで我々 8) を含めて国内外の研究者が進めてきた研究
対象である．ここで，酸化物の粉末／微粒子を用いた研
究 9) がおもに行われてきたが，吸着剤であり複合酸化物
のゼオライトを用いた研究 10, 11) も行われている．
これらの報告を踏まえて，汚染水のみの場合の収量と

して 0.01 µmol/J（低 LET放射線による水の分解の 1次
収量（primary yield）の 1/4 程度）を，汚染水に吸着剤
が共存している場合の収量として 0.1 µmol/J（汚染水の
みの 10 倍を想定）を，放射線の線質，汚染水の酸性度
（pH）や塩濃度に依存しない，安全サイドに立った保守
的な値として与えた．これらの値を与えたことは，気相
に放出された水素の収量が水の放射線分解のスパー反応
後の値として定義される 1次収量と必ずしも同じではな
いことや，単相かつ密閉の純水系と異なり，水素濃度が
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平衡に達することなく吸収線量の増加とともに直線的に
増加するといったことを意味する．
各ケースでのエネルギー吸収量評価の詳細について
は後述するが，ほとんどが汚染水の場合の吸収線量率を
約 10 Gy/h，ほとんどが吸着剤の場合の吸収線量率を約
1.2 kGy/h（放射性セシウムが 400倍濃縮され，70 %の γ
線と 100 %の β線が吸収されたと仮定）と見積もり 4)，
各ケースでの水素発生率を評価した．
その結果，処理前またはバッチ処理時では汚染水 1 t
あたり約 0.1 mmol/h（= 0.01×10−6×10×1000），カラム
処理時または処理後では吸着剤 1 t あたり約 0.12 mol/h
（= 0.1 × 10−6 × 1.2 × 103 × 1000）と評価した．
以上のように，3月末時点で水素発生率を事前に評価
したが，より具体的に評価するために，汚染水の主成分
である海水，および放射性セシウムの吸着剤の候補とし
て考えられたゼオライトを用いて，照射実験を行う必要
があったことは言うまでもない．

3 水素発生量の測定と評価

3.1 Co-60 γ線照射実験による発生収量の測定 2)

照射実験は 4 月上旬から始めたが，汚染水の処理が
4月中に始まる可能性も指摘されていたため，実験デー
タの取得を急ぐ必要があった．また，ガスクロマトグラ
フィー（GC）による水素の分析は一般に 1 試料につき
20分程度の時間を要するため，一度に多くの試料や条件
では実験できず，優先順位をつけて行った．
そこで，海水のみ，1 wt%のゼオライトを添加した海
水，50 wt% 程度のゼオライトを添加した海水の試料を
それぞれ処理前，バッチ処理時，カラム処理時と処理後
のケースに対応させて，それらの試料に対して温度変化，
海水希釈，水分量変化などの条件の実験を順に行った．
ここで，試薬として使用した海水は大洗海岸で採取した
ものを入手して，ゼオライトは前述で紹介した活動の吸
着試験 1) で用いたものを入手した．
照射実験で得た結果の一例として，水素発生量の吸収
線量依存性を図 2に示す．どの水素発生量も吸収線量の
増加とともに直線的に増加して，それらの傾きは純水の
み，約 50 wt%のゼオライトを添加した海水，1 wt%の
ゼオライトを添加した海水，海水の順に大きくなった．
それらの傾きから直接，水素発生収量（µmol/J）を求める
ことができて，それぞれ 0.01（純水），0.035（50 wt%添
加），0.049（1 wt%添加，海水）となった．海水での収量
が水の分解の 1次収量（0.047）とほぼ同じになったが，
このことは，海水には 500 mmol/L程度の塩化物イオン
のほかに 1 mmol/L程度の臭化物イオンが含まれている

図 2 ゼオライト–海水混合系での水素発生 2)．
照射条件：空気飽和，室温，線量率 1–4 kGy/h

ため，これが水の分解生成物の OH ラジカルなどによ
る水素の酸化反応を効果的に抑制している 12) ことを示
している．このため，海水のみの試料を純水で希釈した
実験において，依然として高濃度の塩化物イオンが溶解
している条件でも，収量の低下が確認された．また，約
50 wt% のゼオライトを添加した海水での収量（0.035）
が海水での収量の半分（0.025）よりも大きくなったこと
は，放射線の水へのエネルギー付与だけでなく，ゼオラ
イトへのエネルギー付与に起因して水の分解が起きてい
ることを示している．ただし，これによって起きる水の
分解が効率的でないことから，ゼオライトに付与された
エネルギーの大半は，熱としての蓄積や構造材の損傷に
費やされるものと考えられる．
以上の結果を汚染水処理にあてはめて考察すると，汚

染水中では，水素濃度が平衡に達することや，水素発生
収量が液の深さとともに低下すること 13) は見込めない．
また，密閉系の場合，ガス発生にともなう内圧上昇で気
相中に放出された水素が液相に再溶解したとしても，発
生した水素量が液相中の酸化反応で減少することは期
待できない．つまり，密閉系を開放すると，液相中の水
素が気相に再放出することになる．これらのことは核
燃料の冷却水として海水を使ったことに起因しており，
TMI-2事故 7) では考慮する必要のなかったことである．
ただし，いずれの場合でも，水素発生収量が水の分解の
1次収量を上回らないことがわかった．
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3.2 処理前とバッチ処理時の発生率の評価

汚染水中に吸収される放射線エネルギー量を評価する
には，まず，汚染水に含まれる放射性核種から発生する
崩壊熱（decay heat）を求める必要がある．放射性核種
ごとの崩壊熱は ORIGEN2 用のライブラリである崩壊
データ 14) に「ニュートリノを含まない回収可能な平均
放出エネルギー QREC（MeV）」として与えられている．
また，これは，1壊変あたりに核種から放出されるβ線
と γ 線のエネルギー（MeV/Bq）の和と考えることがで
きるため，QREC からすべての γ 線のエネルギーの和を
差し引く，あるいは，QREC からすべての β 線の平均エ
ネルギーの和を差し引くことで，それぞれを分離した．
ここで，β線の最大エネルギー Emax と平均エネルギー

Eavg との関係は，崩壊データに記載のデータをプロット
することで得られる（図 3）．一般的に「Eavg は Emax の
1/3」と言われているが，これは Emax = 1 MeV付近では
成り立つが，Emax > 1 MeVになると Eavg が Emax の 1/3
よりも大きくなり，Emax = 5 MeV では Eavg が Emax の
ほぼ 1/2になることがわかる．

図 3 β 線の最大エネルギーと平均エネル
ギー．Cl-38 から Pr-144 までの 28 核種から
の β線 2) に対するプロット

さて，表 1 3)と上述の崩壊熱（MeV/Bq）から，汚染水の
吸収線量率を評価する．放射性核種から発生する β線と
γ線がすべて汚染水に吸収されると仮定すると 15)，汚染
水の線量率は短半減期の I-131などを除いて約 4.1 Gy/h

と評価できる．ここで，汚染水中の β 線と γ 線の全放
射能濃度がそれぞれ 6.4 MBq/mL，8.2 MBq/mL である
ことから，1 壊変あたりの β 線と γ 線の平均放出エネ
ルギーはそれぞれ約 0.24 MeV，0.69 MeVとなる．Co-
60 γ線（平均 1.25 MeV）による照射実験で得た収量が，
0.1–20 MeVの電子線や γ線の低 LET放射線に対して適
用できることから，前述の実験で得た水素発生収量を，
線質依存性を考慮せずに，水素発生率の評価に適用して
も差し支えないと考えられる．
そこで，水素発生収量を海水での値 0.049 µmol/Jとし

て，処理前とバッチ処理時の水素発生率を見積もると，
汚染水 1 tあたり，モル数表記で約 0.2 mmol/h，標準状
態（0 °C，101.325 kPa）での体積表記で約 4.5 mL/h と
なった．この発生率は前述の事前評価の倍となったが，
これは，海水での収量が水の分解の 1次収量と同等であ
ることの影響が大きい．また，汚染水には最大 100 ppm
の油分 3) が含まれているが，これによって処理前の発生
率が上昇することが懸念される．しかし，6月末に開始
された原子炉への処理水による循環注水冷却のせいか，
汚染水中の塩濃度の低下が確認されており，この脱塩な
どで処理前の発生率が低下していくことが期待される．

3.3 カラム処理時と処理後の発生率の評価

カラム処理を行う場合，遠隔操作などで吸着塔を安全
に取り扱うためには，放射性核種の吸着量を制限する
必要がある．TMI-2 事故で発生した汚染水の処理では，
廃棄吸着塔内の崩壊熱は 300 W 未満であった 7)．そこ
で，前述の汚染水を処理して，吸着塔内の放射性セシウム
（Cs-134と Cs-137）からの崩壊熱が 300 W（1.1 MJ/h）で
あるとして水素発生率を評価する．これは，吸着塔内の
吸着剤量が 1 tの場合，放射性セシウムが約 0.026 wt%で
吸着していることに相当する．
吸着塔内に吸収されるエネルギー量の評価にあたり，

当初は放射性核種の吸着量を先に想定して，吸着塔内の
崩壊熱を求めていた．しかし，吸着塔の設計手順として
は，吸着塔の外部での被ばくや内部での発熱を考慮して，
吸着塔内の核種からの崩壊熱を設定した上で，一時貯蔵
や最終処分でのスペースや廃棄物の減容を考慮して，吸
着塔のサイズや核種の吸着量を決めるのが妥当であると
思われる．また，何よりも，吸着塔のサイズや核種の吸
着量の決定過程に影響を受けずに，水素発生率を合理的
に評価できることになる．したがって，ここでは，吸着
塔内の崩壊熱を先に与えた場合の評価結果を示す．
さて，放射性セシウムからのβ線とγ線がすべて吸

着塔内の吸着剤と水分との混合物に吸収されるとして，
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50 wt% のゼオライトを添加した海水での水素発生収量
0.035 µmol/Jを用いて，カラム処理時と処理後の水素発
生率を見積もると，モル数表記で約 39 mmol/h，標準状
態での体積表記で約 0.9 L/h となった．この発生率は，
TMI-2事故での廃棄吸着塔内の水素発生量の水分濃度依
存性から 16)，吸着塔内の脱塩処理ならびに脱水処理に
よって低下することが期待できる．
以上のように，6月中旬に開始した汚染水処理に先行
して，汚染水処理の各ケースでの水素発生率を照射実験
にもとづき評価することができた．

3.4 処理後の発生率の詳細評価と酸素発生

実際の汚染水処理に際しては，処理装置の仕様（方式，
サイズ，吸着剤充填率など）や吸着核種量から，装置内
に吸収される放射線エネルギー量を評価して，吸着剤と
水分の割合に応じた水素発生収量を用いて，水素発生率
を求めることになる．とくに，処理後において前述より
も詳細に評価を進めるためには，吸着塔内の放射線の透
過や発熱を考慮する必要がある．
放射性核種から放出される β 線の透過の参考として，
図 4に電子線によるゼオライトへのエネルギー付与（電
子線深部線量分布） 17) を示す．ここで，ゼオライトの
実効原子番号 Zeff = 11.6，実効質量数 Aeff = 23.0 とし
た．エネルギー付与，連続減衰近似（continuous slowing
down approximation）の飛程ともに，水の場合に近い．

図 4 電子線によるゼオライトへのエネルギー
付与．入射エネルギー E0 = 1.0 MeV（csda飛
程 r0 = 0.527 g/cm2）の場合．D：エネルギー
付与（MeV cm2/g）, z：深さ（g/cm2）

図 4によると，1 MeVの電子線は 5 mm程度のゼオラ
イト中で吸収され，2 MeVでも 10 mm未満で吸収され

ることがわかる．また，金属材料では β線の制動放射も
重要であるが，ゼオライト中では制動放射によるエネル
ギー付与は 1 % 未満であり，1 MeV 電子線からの制動
放射でも 10 mm 程度で吸収されることがわかった．し
たがって，核種から放出される β線はすべて吸着塔内で
吸収されると考えて差し支えない．
ゼオライトへの吸着核種を放射性セシウムのみとする

と，崩壊熱の 80 %以上が γ 線に起因する．このことか
らも，γ 線の吸収と透過は吸着塔の内部でのエネルギー
吸収ならびに外部での被ばくにとって重要である．吸着
塔内でこれらを評価するには，ゼオライトと水の質量エ
ネルギー吸収係数 (µ/ρ)en または質量減弱係数 (µ/ρ) 18)，
および密度が必要になる．その際，乾燥状態ではゼオラ
イトの見かけの密度（0.6–1.0 g/mL程度）が必要である
が，水分を含む状態ではゼオライトに水が付着，吸着す
るため，その真密度（2.3 g/mL程度）も必要になる．
評価例として，見かけの密度が 1.0 g/mL で真密度が

2.35 g/mLのゼオライト 19) 中の γ線の吸収を考えると，
I-131 から Cs-134 に対応する 0.4–0.8 MeV の γ 線は，
乾燥状態では 10 cm，30 cm，50 cm の透過長に対して
それぞれ 26 %，59 %，77 %吸収されるが，ゼオライト
の細孔に水が満たされた状態ではそれぞれ 38 %，77 %，
91 %吸収されることになる．
核種からの崩壊熱は放射線分解だけでなく，吸着塔内

の発熱を起こし，これにともない温度分布や熱伝導が
生じる．TMI-2 事故での廃棄吸着塔の埋設に関する報
告 20) を参考にすると，吸着塔（崩壊熱 230 W）の表面
が 60 °C，中心が約 190 °Cとなっていた．この温度分布
は，ゼオライトの熱伝導性に依存している．
大まかな計算ではあるが，ゼオライトの熱伝導度を

0.159 W/mK として円筒状固体内の熱伝導を考えると，
崩壊熱の 10 %程度にあたる約 30 Wの熱が吸着塔外に
放出される．さらに，水素などのガスが高温で放出され
ることでも，崩壊熱の一部が消失することになる．また，
温度が 110 °C 以上になると，ゼオライトは付着水や吸
着水を失うため，上述のような温度分布によって水分の
密度に偏りが生じ，吸着塔内の場所や脱水処理の程度に
よって，放射線の透過や水素発生率が異なることになる．
これらを評価する際には，さらに図 5に示すように，吸
着塔内の汚染水の注入口と処理水の排出口の位置に対応
して，核種のゼオライトへの吸着に高さ方向の不均一性
がある 21) ため，これも留意する必要がある．
他方，水素以外に酸素の発生も考慮する必要がある．

これは水の放射線分解で生成した過酸化水素の，熱分解
または二酸化マンガンなどの触媒による分解（H2O2 →
H2O + 1/2O2）で起こる．熱分解では 100 °C 以上での
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図 5 吸着塔内のセシウム吸着の不均一性 21)

分解が顕著で，過酸化水素の 1 次の分解速度（s−1）は
3× 10−5（100 °C）から 1× 10−2（200 °C）と，アレニウ
ス的に増加するとの報告 22) がある．この報告は水溶液
中の結果であるため，ゼオライトに付着した過酸化水素
の場合，より高速になることが予想される．

TMI-2事故での廃棄吸着塔内においても，酸素発生が
確認されており 7)，その発生量は水素発生量の 1/2未満
であった．これは，温度分布をもつ吸着塔内において，
水の放射線分解で生成した過酸化水素の半分程度が熱分
解されることを示している．また，吸着塔によっては酸
素がほとんど発生しない場合があるが，これを報告では
混入した有機物の酸化反応による発生酸素の消費として
いるが，この吸着塔内の崩壊熱が上述の例 20)に比べて著
しく小さいこと（30 W程度）から，温度が上がらず，過
酸化水素の熱分解が起こらなかったことで説明できる．
以上のことは，処理後の吸着塔の一時貯蔵，吸着塔内
の脱塩や脱水，廃ゼオライトの減容などの状況変化に応
じて，その都度，議論や評価を行う必要がある．

4 その他の放射線効果の可能性

水素発生以外に汚染水処理で起こる可能性のある放射
線効果として，まず，吸着剤の核種保持能力の低下が挙
げられる．吸着剤であるゼオライトは多孔質のアルミノ
ケイ酸塩であり，4 価のケイ素 Si4+ が 3 価のアルミニ
ウム Al3+ に置き換わることで不足した正電荷を 1 価や

2価の陽イオンが補うため，ここがセシウムなどの核種
のイオン交換による吸着部となり，細孔のサイズによっ
てゼオライトの分離能が決まる．このため，ゼオライト
の構造破壊などで，吸着核種が放出される可能性がある．
ゼオライトによる吸着セシウムの保持については，

300 MGy の照射でも維持されるという報告 16) がある．
一方，吸着のメカニズムは異なるが，銀ゼオライトに吸
着したヨウ素（ヨウ化銀）ついては，500 kGy照射でヨ
ウ素酸またはヨウ素分子の形で脱着する 23) ことが報告
されている．実際の処理では，ゼオライトのイオン交換
容量に対する核種吸着量，構造破壊される吸着剤量は極
めて小さいと考えられるため，直ちに吸着核種が放出さ
れるとは考えにくい．いずれにしても，報告例が少ない
ため，吸着核種をとりまく化学環境を反映した照射実験
を行い，核種保持に関して検証することが必要である．
また，今回の原発事故では冷却水として海水を利用し

たため，処理装置の配管などの金属材料の腐食が懸念さ
れる．高濃度塩化物イオン水溶液の放射線分解に関する
研究 24) によると，腐食に関与する酸化性の生成物であ
る塩素酸イオン ClO−3 の生成収量（ µmol/J）は，塩化物
イオン濃度とともに 0.072（5 mol/L），0.016（3 mol/L）
と減少するため，海水（0.5 mol/L）を含む汚染水では，
吸収線量が余程蓄積されない限り，塩素酸イオンは生成
しない．脱酸素のためにヒドラジンを投入したことや，
汚染水の淡水化や吸着塔内の脱水が今後進むことを考え
合わせると，放射線分解生成物によって腐食が起こるこ
とは考えにくい．ただし，金属材料の放射線による損傷
や残留する塩化物イオンによる耐食性の劣化が考えられ
るため，長期間の処理ならびに貯蔵の観点から，汚染水
処理での腐食の検討を進めるべきである．

5 おわりに

今回のゼオライトによる汚染水処理での放射線効果の
検討は，異なる分野の専門家の関与や多くの方々の協力
があって，当初の予定通りに進めることができた．私の
所属する研究部門では，部門長を筆頭に，核種吸着や環
境保全などの化学分離に関する専門家，原子炉から放出
される核種組成などの核データ評価に関する専門家の
方々と，グループの枠を超えて相互に連絡を取りながら，
汚染水処理をはじめとする，多くの課題に取り組んだ．
また，高崎量子応用研究所，なかでも環境材料プロセシ
ング研究グループの方々には，照射実験を円滑に進める
配慮と協力をいただいた．こういった連携が迅速かつ適
切に行われることこそ，原発事故という難局を乗り越え
る鍵であることを痛切に感じた．
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ゼオライトによる汚染水処理での放射線効果の検討

福島第一原子力発電所では，6月中旬に汚染水処理が
油分分離（ゼオライト），セシウム吸着（ゼオライト），
除染（凝集沈殿による放射性核種の分離），淡水化（逆浸
透（RO）膜）の一連の装置構成で開始された．この処理
が行われているなかで，処理後の吸着塔や廃スラッジの
蓄積，新たな吸着装置の計画が進行している．
これに関連あるいは対応して，伝熱・ガス流動解析，
詳細な条件での水素発生収量の取得など（図 1），重要と
考えられる課題について，現在も研究を進めている．
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