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久野 義夫*，上田 真三* 

 

要  旨 

 

地下水中に存在するコロイドは，放射性廃棄物の処分場から漏洩する収着性の核種に対

して，移行を助長する媒体として作用することが懸念されている。このようなコロイドが

核種移行に及ぼす影響を評価するためには，地下深部の地下水中のコロイドの特性データ

（例えば，コロイドの濃度や核種のコロイドへの分配係数）を取得し，またコロイドが存

在したときの核種移行への影響を予測するための解析コードを整備しておくことが必要と

される。 
本研究では天然のコロイドの存在量を調べるために，結晶質岩系の鉱山坑道において地

下水試料の採取を行った。コロイドの濃度や粒径の分布，およびコロイドの化学組成を，

地下水を分画することによって測定した。コロイドとしては，主としてシリカ鉱物や Ca
に富む成分が確認された。今回採取した地下水中には，溶存している有機物成分は検出さ

れなかった。それらの結果，コロイドの特性は，母岩や地下水の組成に依存していること

が推測された。また原位置における地下水条件を模擬するために，炭酸分圧を変化させる

ことによって地下水条件の調整を行い，それぞれの地下水中でのコロイドの形成について

検討した。 
亀裂性多孔質媒体中におけるコロイドに助長された核種移行についてのメカニズムを考

慮した数学モデル（COLFRAC）が，米国オハイオ州立大学で開発されている。この計算

コードでは，核種のコロイドへの収着として平衡論と速度論の両者を扱うことができる。

このコードの利用法を習得するためのガイダンスを実施するとともに，ユーザーズマニュ

アルの作成を行った。 
 

 
 
本報告書は，三菱マテリアル株式会社が核燃料サイクル開発機構との委託研究契約により

実施した研究成果に関するものである。 
機構担当部課室：東海事業所 環境保全･研究開発センター 処分研究部 
        処分バリア性能研究グループ 
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Yoshio Kuno*, Shinzo Ueta* 

 

Abstract 
 

Groundwater colloids may act as carriers for sorbing radionuclides released from a 
radioactive waste repository.  To evaluate the influence of colloids to nuclide transport, 
it is necessary to obtain the characteristic data of groundwater colloids (e.g. colloid 
concentration, the distribution coefficient for sorption of nuclides on colloids) in the 
deep geological media and to prepare the simulation code of nuclide transport with 
colloids.   

In this study, the groundwater sample was collected from the gallery of the mine 
in crystalline rock media to investigate the population of the natural colloids.  The 
concentration, size distribution and chemical compositions of colloids were measured 
by using filtration method.  Colloidal particles consist mainly of silicate minerals 
and Ca-rich particles.  The dissolved organic materials were not detected in the 
groundwater.  The properties of colloids seem to depend on the host rock type and the 
groundwater chemistry.  To simulate the in-situ condition of groundwater, chemical 
conditions were controlled by varying the partial pressure of CO2 and the colloid 
generation in each groundwater was investigated.   

The numerical model (COLFRAC) is developed in Ohio state university that 
incorporates the mechanism of colloid-facilitated nuclide transport in fractured porous 
media.  Both equilibrium and kinetic sorption of nuclides onto colloidal materials can 
be considered in this calculation code.  The guidance to learn how to use this code was 
conducted and the user’s manual was prepared. 
 

 
This Work was performed by Mitsubishi Materials Corporation under contract with 

Japan Nuclear Cycle Development Institute. 
JNC Liaison : Barrier Performance Group, Waste Isolation Research Division, Waste 

Management and Fuel Cycle Research Center, Tokai Works. 
* Mitsubishi Materials Corporation 
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1. はじめに 

高レベル放射性廃棄物の地層処分システムの安全性評価（核種移行評価）においては，

地下水中に存在するコロイドが核種移行に及ぼす影響を考慮した評価が重要である。ここ

では地下水中に天然に存在するコロイドに関するデータ取得手法の検討および採取した地

下水については原位置での環境を模擬するための補完処置を試行した。またコロイドの影

響を考慮した核種移行評価モデル（コード）の信頼性向上に資するため，核種イオン-コロ

イド-岩盤壁間の相互作用について平衡論と速度論を考慮した計算コード（COLFRAC）を

導入し，そのための必要な助勢を行った。 

 

 

2. 実施項目 

(1) 核種移行に与える地下水中の天然コロイドの特性評価方法の整備 

(2) コロイドを考慮した核種移行評価コードの整備  

 

 

3. 核種移行に与える地下水中の天然コロイドの特性評価方法の整備 

地下水中に天然に存在するコロイドは，地下水水質の化学的な変化や地下水流れの物理

的な変化の影響によって，特性に変化が生じることが考えられる。本研究では採水した現

地地下水の組成と実験室搬送後のそれとを比較することにより，採水作業や経時変化がコ

ロイドの特性に及ぼす影響を検討した。また地質的情報等から原位置での地下水環境を推

定するとともに，搬送後の試料については脱ガス等の影響を補完するための処置を試行し，

これらの環境変化がコロイドの特性に与える影響を考察した。 

 

 3.1 地下水採取場所 

本研究では，坑道内で採取される湧水を実地下水として試料に供することにした。平成

13 年度のサイクル機構殿委託研究１）において，コロイド成分の含有が確認されたことか

ら，明延鉱山（細倉鉱業㈱・明延事業所）の保安坑道で地下水の採水を行った。 

表 3.1-1 に地下水の採取を行った明延鉱山の坑道や採水方法の概要を示す。現状，岩盤

亀裂部から湧水が得られる，東山-4L 坑（昭和 26 年開削）の入口から約 150m 入った地点
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で採水し調査に供した。この地点は輝緑凝灰岩層に位置し，かぶり厚さは 100m ほどであ

った。 

 

表 3.1-1 地下水採取坑道の概要 

場所 
明延鉱山 

(兵庫県養父郡大屋町) 

所有者 
細倉鉱業㈱・明延事業所 

(三菱マテリアル㈱子会社) 

採取地下水 坑道上のかぶりを通過した地下水 

採水方法 

坑道壁の岩盤亀裂部にステンレス製の採

水官（10mm φ程度）を設置し，そこから

湧出する地下水を採水容器で採取 

坑道のかぶり 
主として輝緑凝灰岩層 

かぶり厚さ: 100m 程度 

 

 

 3.2 地下水コロイドの採取方法 

地下水コロイドを採取して，その特性を評価するためには，コロイドが天然に存在する

状態を維持させて分析を行うことが重要であると考えられる。試錐孔や試錐井を掘削し大

気と遮断した系で地下水を採取して分析に供したり，あるいは地下環境に直接センサーを

設置することが望ましいと考えられるが，このような人為的な設置自体が地下環境を擾乱

することになるので，懸濁物を発生させるなどの問題を伴うことになる。 

本研究では廃鉱山に現存する保安坑道を利用し，採水地下水と大気との接触を極力避け

るために，坑道壁面の岩石亀裂部に採水管（ステンレス製；10mmφ）を打ち込み設置し

た。試料として，この採水管から自然に湧出してくる地下水を採取することにし，また，

設置後 1 ヶ月程度は静置して，もとの地下環境に復元するよう配慮した。図 3.2-1 には坑

道壁面における岩石亀裂部への採水管の設置状況を示す。 

坑道壁面に設置した採水管と，予め窒素置換を行った気密性の採水容器とをチューブで

接続し，大気と接触しないようにしながら採水管からの湧水を容器に採取した。この採水

容器を気密性の無菌パック内へ封入し，窒素置換した状態で地下水試料のろ過による分画
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操作を行った。またコロイドの特性の変化を確認することを目的として，これとは別に大

気下で地下水試料を採取し，実験室に移送して分析試料とした。 

 

 

図 3.2-1 坑道壁面における岩石亀裂部への採水管の設置状況 

 

 

 3.3 コロイド特性評価方法 

   3.3.1 周辺岩盤の構成鉱物の推定 

地下水と接触する採水箇所周辺の岩盤は，地下水組成に影響を与えたりあるいは含有

鉱物自体が地下水中に存在するコロイドの生成起源となることが考えられる。そこで採

水箇所周辺の岩盤の構成鉱物を確認するために，X 線回折法(XRD)による分析を実施し

た。 

 

   3.3.2 コロイドの濃度および粒径分布の評価方法 

本研究では地下水中のコロイドの特性として，濃度，粒径分布および化学組成を評価

するものとする。これらは採取した地下水試料を孔径の異なるフィルタを用いて分画し，

各々のろ液の化学組成を測定することで確認した。地下水中に存在する各化学成分につ
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いては ICP 発光分光分析（ICP-AES），また地下水中の各陰イオンについてはイオンク

ロマトグラフで定量を行った。 

 

   3.3.3 コロイドの状態観察およびゼータ電位の測定 

透過型電子顕微鏡(TEM)／エネルギー分散型 X 線分光分析(EDX)によるコロイド相の状

態観察や組成の定性分析を実施した。マイクログリッド(有機膜)を張った銅製メッシュに

捕捉された粒子を TEM により直接観察した。また，観察された粒子に対して EDX 分析を

行い，化学組成に関する定性分析を行った。 

一方，コロイドの水中での分散安定性は粒子表面での電気的特性の影響を受けることが

考えられる。ここでは一般に帯電状態の指標として用いられているゼータ電位について，

電気泳動法により測定を行った。 

 

 

 3.4 原位置地下水環境への補完処置の方法 

   3.4.1 還元雰囲気に配慮した地下水の補完処置 

原位置の地下水に存在するコロイドと，採取した後の地下水に含まれるコロイドとで

は，雰囲気の相違によってコロイドの特性が変化することが考えられる。例えば Fe な

どの酸化・還元条件に依存するイオンが顕著に含まれる場合は，試料が大気と接触する

ことにより，コロイドの存在状態に及ぼす影響も大きいと考えられる。ここでは大気下

で採取した地下水試料を雰囲気制御ボックス内で脱気することにより，試料採取時に混

入した溶存酸素を除去し，溶液内を嫌気性に戻す操作をまず試行した。地下水試料を実

験施設に移送後，Ar 雰囲気グローブボックス（O2<1ppm）に搬入し，バブリングを実

施することにより，溶存する酸素の脱気を行った。またこの雰囲気制御ボックス内にお

いて，分画操作を実施し，嫌気性に配慮した雰囲気におけるコロイドの特性を確認した。 

 

   3.4.2 炭酸分圧に配慮した地下水の補完処置 

原位置での地下水は，大気下と比較して炭酸分圧が高い条件で存在すると推測される

が，地下坑道で採水を行う場合は，地下水が坑道に至るまでの大気開放される過程で，

大気下の炭酸分圧（PCO2 = 10-3.5atm）まで低下することが考えられる。このような炭

酸分圧すなわち炭酸濃度の変化は，特に炭酸塩鉱物の溶解や析出挙動に影響を与え，析
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出過程において安定なコロイドが生成するといった挙動も想定され得る。ここでは，大

気よりも炭酸濃度が高いガスを用いたバブリングによって，地下水試料の炭酸分圧を増

加させる手法を試行した。地下水試料を実験施設に移送後，無菌パック内に密封し，N2

（CO2 1%含有）ガスを用いて内部雰囲気および地下水試料の置換を実施した。雰囲気

調整段階およびその後の大気開放段階における pH 変化や分画によるコロイド粒径の確

認を行い，炭酸分圧の変化が及ぼす影響を把握した。 

 

 

 3.5 コロイドの特性評価の結果 

   3.5.1 周辺岩盤の構成鉱物の推定結果 

XRD 分析から，岩盤の構成鉱物として，主に(Mg Fe)6(Si Al)4O10(OH)8 や SiO2 の回折

ピークが得られた。今回の採水地点は，鉱山における輝緑凝灰岩層に位置しており，こ

の岩層は緑泥石，緑レン石，曹長石，方解石などを特徴的に含有する岩種とされている。

(Mg Fe)6(Si Al)4O10(OH)8 は緑泥石類に分類される鉱物であるので，ここでの分析結果

は妥当であるものと思われる。XRD で推定された SiO2 はコロイドを形成しやすい鉱物

の１つと考えられ 2），今回採取した地下水中にも存在が予想されるコロイド種の１つと

考えられる。 

 

   3.5.2 事前採水地下水の分析結果 

採水管設置による地下水の擾乱影響を避けるために，設置後 1 ヶ月程度は静置し，そ

の間経時的に予備試料の採水および分析を実施した。表 3.5-1 に事前に採取した地下水

試料の分析結果を示す。この結果によれば，各成分の分析値は採水管設置後，概ね一定

した値を示しており，地下水水質に関しては定常的な状態を維持しているものと考えら

れた。 
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表 3.5-1 事前採取地下水試料の分析結果 

 採水管設置時 
(10 月 24 日) 

7 日後 
（10 月 31 日） 

22 日後 
（11 月 15 日） 

35 日後 
（11 月 28 日） 

Na(mg/l) 5.8E+00 5.7E+00 5.8E+00 6.1E+00 

Mg(mg/l) 1.3E+01 1.4E+01 1.4E+01 1.4E+01 

Si(mg/l) 9.3E+00 8.6E+00 9.2E+00 9.3E+00 

K(mg/l) 3.9E+00 3.8E+00 3.9E+00 3.6E+00 

Ca(mg/l) 6.8E+01 6.6E+01 6.7E+01 6.6E+01 

Cl-(mg/l) 4.2E+00 5.0E+00 4.8E+00 4.0E+00 

SO42-(mg/l) 2.6E+01 2.7E+01 2.7E+01 2.7E+01 

NO3-(mg/l) 2.7E+00 2.4E+00 2.5E+00 2.3E+00 

IC（無機 C；mg/l) 3.9E+01 3.7E+01 4.1E+01 3.7E+01 

pH 7.6 7.7 7.6 7.6 

Eh(mV) 320 300 350 350 

検出限界以下；Fe（<0.1 mg/l） 

Al（<0.1 mg/l） 

有機 C（<1 mg/l） 

 

   3.5.3 コロイドの濃度および粒径分布の確認結果 

表 3.5-2 には，分画する前の地下水試料の分析結果とともに，分画分子量 10,000(孔

径約 1.5 nm に相当)のフィルタで限外ろ過したろ液の分析結果も併せて示す。両者の分

析値の差から，地下水中にコロイドとして存在する成分の濃度を示すとともに，地下水

組成全体に対するコロイド成分の重量比を算出して示した。その結果，分析を実施した

これらの元素については，全てコロイド成分としての形態も存在すると考えられた。た

だし，最もコロイド領域での溶存量が多い Ca に関しても，その濃度は 1.6mg/l 程度で

あり，コロイド全体としての濃度もこのオーダーを越えるものではないと考えられる。

10-4M 以上の濃度で Ca を含む地下水中では，天然のコロイドは安定に存在しにくいと

いう事例もあり 3），今回採取した地下水のように Ca に富む地下水中では顕著な量のコ

ロイドは存在しにくいことが認められた。 
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また，採水直後のコロイド成分の各粒径範囲での濃度分布と，採水 1 週間後のそれを

比較したが，1 週間経過後の地下水試料の方が粒径の大きい粒子の濃度が若干ではある

が増加する傾向が見られた。これは経時的なコロイドの凝集が影響していると考えられ，

後述するように，地下水中に浮遊する粒子のゼータ電位が電気的に中性に近いことに起

因していると推測される。 

 

表 3.5-2 現地採取地下水試料の分析結果（平成 14 年 12 月 16 日） 

 地下水成分(mg/l) イオン状成分*1 
(mg/l) 

ｺﾛｲﾄﾞ状成分*2 
(mg/l) 

ｺﾛｲﾄﾞ状成分の割

合*3（wt.%） 

Na 5.5E+00 5.0E+00 5.7E-01  10 

Mg 1.4E+01 1.3E+01 1.5E-01  1 

Si 9.0E+00 8.3E+00 6.7E-01 7 

K 4.0E+00 3.4E+00 6.3E-01  16 

Ca 6.8E+01 6.6E+01 1.6E+00 2 

Cl- 4.6E+00 － － － 

SO42- 2.6E+01 － － － 

NO3- 2.3E+00 － － － 

IC（無機 C) 3.8E+01 3.7E+01 1.0E+00 3 

pH 7.6 － － － 

検出限界以下；Fe（<0.1 mg/l）,  Al（<0.1 mg/l）,  有機 C（<1 mg/l） 
*1: < 1.5 nm の成分 
*2: コロイド状成分＝地下水成分－イオン状成分 
*3: コロイド状成分の割合＝コロイド状成分／地下水成分 

 

   3.5.4 コロイドの状態観察の結果 

図 3.5-1 に，地下水中のコロイドの TEM 観察の結果を示す。マイクログリッド上に

捕捉された粒子は顕著には見受けられず，粒径も数 100nm～数μm 程度の大きさであっ

た。EDX 分析として図中の測定点の範囲を対象とし，化学組成の定性分析を実施した。

その結果，主に C，O，Ca，Cu が成分として検出された。このうち Cu については，

EDX の測定に際しマイクログリッドの支持台として銅製のメッシュを用いていること

から，その成分が検出されたものと考えられる。このことより，本地下水中に含まれる
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主要なコロイド成分の１つとして，Ca を主として含む鉱物が推測される。これに対し，

前述した地下水中コロイドの濃度の測定結果でも，Ca が最もコロイド領域での溶存量が

多い成分として検出されており，粒子観察の結果と地下水分析の結果とは整合している。

またコロイドの濃度の測定結果では，同程度の濃度の無機炭素（炭酸イオンに起因する）

も検出されており，コロイドは炭酸塩の形態を含んでいることが推察される。 

一方，この溶液中に存在する粒子のゼータ電位を電気泳動法で測定したところ，-9mV

程度であった。（炭酸カルシウムに関するゼータ電位としては，pH8.5 で 5mV，pH9 で

-10mV程度の報告値が見られる 4）。）これはコロイドを形成しやすいと考えられる鉱物，

例えばシリカのゼータ電位（-60～-70mV 程度）やモンモリロナイトのそれ（-30～-40mV

程度）5)と比較すると電気的に中性に近い値であり，ここで確認された炭酸カルシウム

と考えられる粒子は，分散安定性は低く，凝集を起こしやすいことが推測される。 

 

100nm

測定点

100nm100nm

測定点

 

図 3.5-1 地下水中コロイドの TEM 観察結果（マイクログリッド上に捕捉された粒子） 

 

 

 3.6 地下水条件の補完処置の結果 

   3.6.1 地下水の水質に関する検討 

地下水の水質は降水が地下に浸透し，土壌や岩石中に含まれる種々の成分と反応する

過程において形成される。ここでは，今回の採水地点における地質学的情報や仮定に基
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づいた予察的な検討ではあるが，地下水水質に関する評価を行ってみた。 

まず，大気中に含まれる炭酸ガスや酸素を降水が吸収する過程を想定し，各々の分圧

での平衡を仮定した。次に PCO2 = 10-1.0atm と仮定し，土壌中で炭酸分圧が高くなる過

程を想定した。また岩盤中に含まれる鉱物としては，輝緑凝灰岩が一般的に含むとされ

る，緑泥石，緑レン石，曹長石，方解石と，岩石の XRD 分析により同定された石英を

想定し，これらの鉱物と水との反応を仮定した。 

地下坑道で採水を行う場合は，地下水が大気開放（炭酸の脱ガス）される過程が考え

られる。そこで平衡となる炭酸分圧が低下する過程を模擬した。その際，析出する可能

性のある固相として，Ca は方解石，Mg は苦灰石，Si は石英を想定し，溶解度制限固相

とした。 

上述の仮定に基づき Phreeqc で計算した，炭酸分圧の変化とそれに伴う pH の変化の

関係を図  3.6-1 に，またその際に起きる主要な溶存イオンの濃度変化との関係を図 

3.6-2 にそれぞれ図示する。図 3.6-1 より，炭酸分圧が高いことを仮定した原位置条件

では pH が小さいが，大気開放により炭酸分圧が低下する過程において，アルカリ側に

推移することが示唆された。この炭酸分圧と pH 変化の関係は，炭酸カルシウムとの平

衡に支配されている。 

図 3.6-2 の pH 変化とそれによる主要溶存イオンの濃度変化との関係を示した図には，

表 3.5-2 に示した現地採取地下水の分析値も併せて示している。方解石，苦灰石，石英

を溶解度制限固相として想定した場合，Ca と Si に関しては過飽和，Mg に関しては未

飽和の傾向を示している。このことより Ca や Si に関しては，固相を析出したりあるい

は条件によってはコロイド形成し得ることが推測される。 

今回の地下水採取では，原位置では大気下よりも炭酸分圧が高い環境にあったことが

推測され，ここでは主要成分である Ca（1.7E-3M，約 68mg/l）が方解石と平衡に達す

ると予測される条件（pH7.2，PCO2 = 10-2atm 相当）を，採水地下水の原位置環境とし

て仮定した。後述の炭酸分圧を補完処置した試験では，この仮定に基づき炭酸ガスを 1%

含有したものを使用した。 
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図 3.6-1 炭酸分圧の変化とそれに伴う pH 変化の関係 
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図 3.6-2 炭酸分圧による pH 変化とそれによる主要溶存イオンの濃度変化との関係 
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   3.6.2 還元雰囲気に配慮した地下水の補完処置結果 

原位置環境への復元処置として，大気下で採取した地下水試料を雰囲気制御ボックス

内で脱気し，溶液を嫌気性に戻す操作を実施した。バブリングによる脱気直後の地下水

試料の分析結果を表 3.6-1 に示す。表 3.5-2 の処置前の分析結果と比較すると，Ca の

濃度が 68mg/l から 29mg/l に減少し，それに伴い pH も 7.6 から 9.2 へと増加したこと

が分かる。これは図 3.6-1 および図 3.6-2 に示したように，Ar 雰囲気制御ボックス内で

地下水をバブリングしたことにより炭酸の脱ガスが起こり，それにより pH の増加およ

び Ca の溶解度の減少が起きたためと考えられる。なお，濃度減少に相当する Ca（約

40mg/l 相当）は容器壁面に付着していたことが，試験後の容器壁を酸によって洗浄し，

この洗浄液中の Ca 濃度を分析することによって確認された。よって本補完処置方法で

は，酸素分圧だけでなく炭酸分圧も低下し，その結果，カルシウムが関与する化学種が

析出したと考えられる。またこの析出過程では，比較的速やかに沈殿や容器壁への付着

をおこすことが推測され，炭酸カルシウムに関しては，コロイドとしての安定な分散状

態は形成しにくいことが示唆された。 

地下水の補完処置として，ここでは嫌気性雰囲気に戻す操作を行った。しかしながら，

炭酸分圧の低下に起因して炭酸カルシウムと推定される鉱物の析出が生じ，原位置を模

擬した環境に復元することはできなかった。酸化・還元雰囲気に依存する Fe は分析感

度上確認できず，その一方で Ca は主成分として含まれていたことから，炭酸分圧に配

慮した地下水環境の補完処置が必要であると考え，次項ではこの点に着目して試験を実

施した。 
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表 3.6-1 還元雰囲気を補完処置した地下水試料の分析結果 

 地下水成分(mg/l) イオン状成分*1 
(mg/l) 

ｺﾛｲﾄﾞ状成分*2 
(mg/l) 

ｺﾛｲﾄﾞ状成分の割

合*3（wt.%） 

Na 5.7E+00 5.5E+00 1.6E-01  3 

Mg 1.4E+01 1.3E+01 2.3E-01  2 

Si 9.1E+00 8.4E+00 6.5E-01 7 

K 4.1E+00 3.8E+00 3.2.E-01  8 

Ca 2.9E+01 2.7E+01 2.7E+00 9 

pH 9.2 － － － 

Eh 340mV － － － 

検出限界以下；Fe（<0.1 mg/l）,  Al（<0.1 mg/l） 
*1: < 1.5 nm の成分 
*2: コロイド状成分＝地下水成分－イオン状成分 
*3: コロイド状成分の割合＝コロイド状成分／地下水成分 

 

   3.6.3 炭酸分圧に配慮した地下水の補完処置結果 

原位置環境への復元処置として，大気よりも炭酸濃度が高いガス（1%）を用いて，溶

液と平衡となる炭酸分圧を増加させる処置を実施した。1%CO2 ガスによるバブリング直

後の地下水試料の分析結果を表 3.6-2 に示すが，表 3.5-2 の補完処置前の分析結果と比

較して，特に液組成には大きな変化は見られなかった。一方，炭酸分圧の増加により，

pH については 7.6 から 7.3 へと若干酸性側に変化した。 

1%CO2 ガスによるバブリングを終了した後，大気下で系を開放し，さらに大気でバブ

リングすることにより pH は 8.5 まで増加した。地下水からの炭酸の脱ガスは，瞬時的

に進行する現象ではないと考えられる。 

なお， 表 3.6-3 には大気によるバブリングを実施した後の地下水試料の分析結果を示

す。これより 1%CO2 ガスによる平衡状態から，大気による平衡状態まで炭酸分圧を低

下させても，液組成に顕著な変化は見られなかった。またここでの炭酸分圧の減少の過

程では，炭酸塩と推定される鉱物の析出や安定なコロイドの生成は起こらないことが認

められた。これは採水直後の地下水の分析結果と同様に，炭酸カルシウムに対し過飽和

の状態を維持していることが考えられる。 
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また，浮遊成分の構成元素である Si についても，炭酸分圧の変化に伴う顕著な濃度変

化は確認されていない。これは図 3.6-2 に示したように，今回の試験における pH 変化

の範囲（7.3～8.5）では，石英を仮定した Si の溶解度はほぼ一定しており，炭酸分圧変

化の影響は受けにくいことが考えられる。 

 

表 3.6-2 炭酸分圧を補完処置した地下水試料の分析結果 

 地下水成分(mg/l) イオン状成分*1 
(mg/l) 

ｺﾛｲﾄﾞ状成分*2 
(mg/l) 

ｺﾛｲﾄﾞ状成分の割

合*3（wt.%） 

Na 5.6E+00 5.4E+00 2.8E-01  5 

Mg 1.4E+01 1.3E+01 2.6E-01  2 

Si 9.0E+00 8.4E+00 5.7E-01 6 

K 4.2E+00 3.8E+00 3.8E-01  9 

Ca 6.9E+01 6.7E+01 1.5E+00 2 

pH 7.3 － － － 

検出限界以下；Fe（<0.1 mg/l）,  Al（<0.1 mg/l） 
*1: < 1.5 nm の成分 
*2: コロイド状成分＝地下水成分－イオン状成分 
*3: コロイド状成分の割合＝コロイド状成分／地下水成分 

 

表 3.6-3 大気平衡に保持した地下水試料の分析結果 

 地下水成分(mg/l) イオン状成分*1 
(mg/l) 

ｺﾛｲﾄﾞ状成分*2 
(mg/l) 

ｺﾛｲﾄﾞ状成分の割

合*3（wt.%） 

Na 5.6E+00 5.3E+00 2.5E-01  5 

Mg 1.4E+01 1.3E+01 3.3E-01  2 

Si 9.1E+00 8.4E+00 7.0E-01 8 

K 4.1E+00 3.8E+00 2.8E-01  7 

Ca 6.8E+01 6.7E+01 1.7E+00 3 

pH 8.5 － － － 

検出限界以下；Fe（<0.1 mg/l）,  Al（<0.1 mg/l） 
*1: < 1.5 nm の成分 
*2: コロイド状成分＝地下水成分－イオン状成分 
*3: コロイド状成分の割合＝コロイド状成分／地下水成分 
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   3.6.4 地下水の補完処置に関するまとめ 

今回採取した地下水中には，炭酸分圧に依存する Ca および炭酸イオンが主要成分と

して含まれており，炭酸カルシウムとの平衡反応に影響されていると考えられる。図 

3.6-3 には炭酸カルシウムとの平衡を仮定した場合の地下水中で予測される Ca 濃度と，

試料の測定値との関係を示している。1%CO2 雰囲気下で炭酸カルシウムについて平衡に

達していると想定される地下水は，採水による大気開放あるいはバブリングによる平衡

を保つような操作を試行しても，予測される濃度まで Ca 濃度は減少しなかった。炭酸

カルシウムは条件によっては過飽和状態を保つことが指摘されており 6），本試料につい

ても飽和状態までの速やかな濃度減少は起きなかったことが推察される。一方，嫌気性

雰囲気に復元するために実施した雰囲気制御ボックス内でのバブリング操作では，酸素

とともに炭酸についても大気濃度以下まで脱ガスされたと考えられる。その結果，過飽

和の状態は保っているものの，Ca 濃度の減少は確認された。ただし，濃度減少分の Ca

は容器壁に付着していることが確認され，コロイドのような浮遊状態は形成しずらいこ

とが認められた。炭酸カルシウムと推定される浮遊物の表面は，電気的に中性に近く，

コロイドとしての分散安定性は保ちにくいことが示唆されている。このように，原位置

地下水から炭酸の脱ガスが起こり，炭酸カルシウムが生成したとしても，コロイド形態

として安定に分散することは起こりにくいと思われる。 

0.0E+00

5.0E+01

1.0E+02

1.5E+02

6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
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濃
度
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L
)

1%CO2ガス雰囲気

地下水採水時

大気雰囲気

雰囲気制御
ボックス内

 

図 3.6-3 炭酸カルシウムを溶解度制限固相と仮定したときの Ca 濃度の計算値と実測値

の関係 
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 3.7 地下水の採水手法に関する検討 

地下水中に存在するコロイドは地下水の流れの変化や水質の化学的変化の影響によって

特性が変化することが考えられる。ここでは報告されている調査手法や，今回の研究で得

られた知見を参考にしながら，擾乱の影響を低減させる採水手法や特性評価において留意

すべき点について考察を加えた。 

 

   3.7.1 地下水流れの擾乱影響の低減 

大気と接触させずに地下水試料を採取するためには，一般的には試錐孔や試錐井を掘

削し，採水管を設置することが行われている。しかしこのような人為的な処置を施すこ

とによって，地下水の流れが擾乱し，岩盤の浸食や充填鉱物の再分散等の影響によって

コロイド成分が増加することも考えられる。採水管やケーシング等についても腐食生成

物による汚染を防ぐために，ステンレス等の耐食性の高い材質や，あるいは強度が必要

でなければテフロン等の有機材質を用いることが適当であるとされている。 

またこれらの人為的な擾乱は，採水設備を設置した後，長期間静置することによって，

自然回復することが期待される。地下水水質やコロイド濃度が安定化するまでの期間は，

周辺地質や地下水流量，あるいは試錐孔や採水管の設置状況等にも依存すると考えられ

が，経時的に十分な地下水の湧出が得られる場合には，設備の設置後，数日間～数ヶ月

程度の期間を経過させてから試料の採取を行うことが擾乱影響を低減するための処置と

して好ましいと考えられる。7) 

 

   3.7.2 地下水水質の変化が及ぼす影響 

地下水水質の変化により，化学種によっては過飽和の状態に達し，析出の過程でコロ

イドの生成を誘発することも考えられる。地下水採取の観点では，大気開放に際し地下

水は酸化的条件に推移し，また炭酸ガスの脱ガス（およびそれに伴う pH の変化）が起

きるものと考えられる。ここでは一般に地下水中に観察されている数種の無機系のコロ

イドについて，地下水採取による環境変化に伴う挙動（主に溶解度変化の観点から）に

ついて考察してみた。 

 

①炭酸カルシウム 
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Ca2+および HCO3-に富む地下水では，本研究での検討のように炭酸ガスが脱ガスされ

ることにより，以下の反応によって炭酸塩が生成することが考えられる。 

Ca2+ + 2HCO3- = CaCO3 + CO2 +H2O 

溶液としてコロイドに対する凝集能が高い 2 価カチオンに富み，表面のゼータ電位も

中性に近く，水流等の擾乱により一時的にコロイドが生成したとしても，長期的な安定

性は低いことが考えられる。原位置は炭酸分圧が高く，炭酸カルシウムの溶解度を増加

する方向に作用することを考慮すると，採取した地下水試料に確認される炭酸カルシウ

ムのコロイドの量よりも，原位置ではより存在量が少ないことが推察される。 

 

②水酸化鉄（Ⅲ） 

原位置での酸素が少なく（還元雰囲気），炭酸ガスに富む（酸性側に影響）地下水環境

では，溶存する Fe は Fe2+の形態をとりやすいと考えられる。したがって，このような

Fe2+に富む地下水の場合も炭酸ガスが脱ガスすると，不溶性の水酸化鉄（Ⅲ）が生成す

ることが考えられる。この水酸化鉄（Ⅲ）は不溶性でコロイドを形成しやすい性質を有

している。 

2Fe2+ + 4HCO3- + 1/2O2 + H2O = 2Fe(OH)3 + 4CO2  

上記の反応から推測すると，炭酸分圧が高く，酸素分圧が低い原位置での環境は，炭

酸カルシウムの場合と類似して，水酸化鉄（Ⅲ）の溶解度を増加させる方向に作用する。

よって，大気開放下で採取した地下水試料に水酸化鉄のコロイドが確認されても，原位

置でのコロイド形態としての存在量はより少ない状況であることが推察される。 

なお，地下水中に存在するコロイドの特性に関する事例調査の総論においても 8)，上

述の炭酸カルシウムおよび鉄水酸化物のコロイドが検出された事例については，地下水

採水時に人為的な影響で生成したことを示唆する記述が見られる。 

 

③石英，珪酸塩鉱物 

石英を仮定した場合の Si の溶解度は，中性領域の水質ではほぼ一定していると考えら

れ（図 3.6-2 参照），炭酸分圧や pH の変化の影響は受けにくいと思われる。よって溶解

度変化の観点からは，採水によるコロイドの生成は誘発されにくいことが推察される。

また，炭酸塩や鉄化合物は水質変化によって沈殿を生じやすい，堆積性の鉱物に分類さ

れるのに対し，粘土鉱物等は長期的な反応によって生成する鉱物として考えられている
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（風化生成物）。短期間で終了する採水作業では，上述した Ca や Fe を含むコロイドと

比較して，脱ガスによる溶解度変化の影響は受けにくいと思われる。ただし，微細な粒

子で構成される粘土等は，地下水の流れによって懸濁しやすい性質があるので，再分散

を起こさないように留意する必要がある。 

 

   3.7.3 地下水採水手法に関する提案 

地下水のサンプリングにおいては，現場において良好な状況で採水が行えるような場

所の選定が重要であり，また現場の状況や調査目的によっても手法が変わってくること

が考えられる。ここでは本研究のように，採水管程度の付帯設備を設置可能な状況にあ

る坑道内での作業を想定して，コロイド特性評価のための地下水採水手法について考察

を加えてまとめとする。 

まず，坑道内部において地下水を大気と接触させず，しかも坑道の掘削による擾乱影

響を極力低減して採水を行うためには，採水管等を坑道壁に設置することが望ましいと

考えられる。採水管の設置により，一時的に地下水に懸濁が生じる可能性があるので，

設置後には静置期間をとってから採水を実施したほうがよい。今回の研究のように，予

察的に地下水水質の経時変化等を把握しておけば，水質の定常性を判断できるものと思

われる。 

地下水を大気と接触させずに回収するための配慮としては，Ar や N2 といった不活性

な気体で置換された容器にニードルやセプタムを介して採取したり，あるいはグローブ

ボックス内で採水操作を実施する方法が一般に行われている。しかし今回の調査で確認

されたように，炭酸の脱ガスの影響を受けやすい地下水については，試料を Ar や N2 雰

囲気に保つことにより炭酸塩等が析出し，かえって水質を変化させてしまう可能性があ

ることが示唆された。地下水組成によっては操作環境の炭酸濃度を制御することが重要

である場合も考えられるので，事前に地下水の分析を行い，配慮すべき気相条件（炭酸

分圧）について検討を加えることが重要であると考える。 

また，地下水の水質やコロイドの特性は経時的に変化する可能性があるので，採水手

法に留意するとともに，分析作業も極力早期に対処することが重要と思われる。坑道内

では作業上の制約があり，大がかりな分析作業は実施困難であると考えられるが，ポー

タブルな計測機器（pH，Eh 計等）以外にも，例えば上述したように大気接触による擾

乱影響を受けやすいと考えられる Fe2+については，パックテスト（簡易水質検査器具）
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等を用いて，おおよその濃度を現地で確認することは可能であると考えられる。これら

は，コロイドとしての寄与の考察する上で有用なデータとして活用できると思われる。 

 

 

4. コロイドを考慮した核種移行評価コードの整備  

第 2 次取りまとめによると，高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発におけるコロイ

ドの影響を考慮した核種移行評価は，核種イオン-コロイド-岩盤壁間の相互作用を移流分

散方程式中に組み込んだ Hwang らのモデル 8）に基づいて行われている。このモデルにお

いては，核種イオン-コロイド-岩盤壁間の相互作用を瞬時平衡として取り扱っており，今

後は信頼性向上を目的として速度論的影響を考慮する必要があるとしている。これに対し

て，近年，Hwang らのモデルを拡張し核種イオン-コロイド-岩盤壁間の相互作用について

速度論を考慮して核種移行を計算する計算コード COLFRAC9）が，アメリカオハイオ州立

大学において作成されている。 

本研究においては，COLFRAC を使用するためのガイダンスおよびトレーニングを実施

しており，本章ではこれらの実施内容について取りまとめる。 

 

 4.1 多孔質媒体あるいは不連続亀裂-多孔質媒体におけるコロイドを考慮した核種移行

評価コードの位置付けについて 

地下水にコロイドが存在する場合，その安定性や可動性に関する評価が必要であるとと

もに，核種移行への影響評価を実施するために，これらのコロイドの特性が核種移行に及

ぼす影響を定量的に取り扱う必要がある。Hwang のモデルのように，核種イオン-コロイ

ド-岩盤壁間の相互作用を瞬時平衡として取り扱った場合は，比較的地下水の実流速が大き

い亀裂中の核種移行において，核種イオンがコロイドに吸着し，ゆっくりと脱着する場合

にみられるような，コロイドによる核種移行の促進を表わすことができない。 

コロイドの安定性，分配係数等の特性に関する知見が限られている現段階においては，

Hwang のモデルのみならず，コロイドによる核種移行の促進の可能性を幅広く研究・評

価することが重要である。具体的には，亀裂を含む媒体において，核種-マトリクス，核種

-亀裂表面，核種-コロイド，コロイド-亀裂表面相互作用について，瞬時平衡，速度論反応

の両方を考慮できる物質移行評価を取り扱う計算コードを整備することが重要である。 

本項では，地下水コロイドの核種移行に対する影響の定量的な評価に資するため，核種
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イオン-コロイド-岩盤壁間の相互作用について速度論を取り扱うことができる物質輸送計

算コードとして，COLFRAC を取りあげる。 

 

 

 4.2 COLFRAC 導入のガイダンスについて 

COLFRAC 導入のガイダンスでは，添付資料に基づく概要説明の後，トレーニングが実

施された（当該資料の公開可能）。ガイダンスの日時および場所は以下の通りである。 

日時 平成 14 年 9 月 18 日 

場所 核燃料サイクル開発機構東海事業所ＥＮＴＲＹ施設 301 会議室 

 

 

5. おわりに 

本研究から得られた結果を，以下にまとめる。 

 

 5.1 核種移行に与える地下水中の天然コロイドの特性評価方法の整備 

休鉱山の管理坑道を採水場所として，地下水試料中に含まれるコロイド成分の確認を行

った。地下水試料については，種々の孔径のフィルタを用いて分画し，成分濃度を分析し

た。測定対象元素のなかで，最もコロイド領域での溶存量が多かったのは Ca であり，ま

たコロイド領域での無機炭素も確認されたので，炭酸塩の形態での溶存が考えられる。

TEM/EDX による状態観察でも，主に Ca を含む数 100nm の粒子が観察され，この考察を

支持するものであった。またこの粒子のゼータ電位は-9mV であり，電気的に中性に近い

値であるので，凝集は起こりやすいものと考えられる。 

今回採水を行った地点は，鉱山における輝緑凝灰岩層に属する。この岩種は一般に方解

石を含んでおり，採取地下水についても Ca-HCO3 が支配的な溶存種であった。このよう

に母岩を構成する岩種は地下水組成だけでなく，そこに存在するコロイドの種類にも影響

を与えることが考えられる。 

今回採取した地下水については，炭酸分圧の変化によって，炭酸カルシウムの溶解・析

出挙動に影響が生じることが考えられた。そこで原位置環境を復元するための補完処置と

して，炭酸分圧を変化させる処置を試行した。脱ガスによる炭酸分圧の低下の過程を模擬

したが，大気平衡までは溶液は炭酸カルシウムに対し過飽和の状態を維持した。雰囲気制

 -19-



JNC TJ8400 2003-025 

御ボックス内の脱ガスがさらに促進された環境では Ca の容器壁への析出が生じ，相当す

る溶液中での Ca 濃度の減少が認められた。コロイド成分の安定な生成は起こりにくかっ

たと考えられ，これは上述したように，コロイドとしての分散性が低いことに起因してい

ると推測される。一方，これらの雰囲気の変化に依存しにくい Si に関しては，上述の操作

において，顕著な濃度変化は見られなかった。 

対象となるコロイドの種類によって，地下水の処置方法も異なることが考えられるので，

種々の組成の地下水に対して適正な補完処置を講じられるよう，手法を整備しておくこと

が，今後の課題と考えられる。 

 

 

 5.2 コロイドを考慮した核種移行評価コードの整備 

地下水コロイドが核種移行に与える影響を定量的に評価するため，核種イオン-コロイド

-岩盤壁間の相互作用について速度論を取り扱うことができる物質輸送計算コードとして，

COLFRAC を取りあげた。COLFRAC 導入のためのガイダンスの実施や，ユーザーズガイ

ドの整備を行った。 

 -20-



JNC TJ8400 2003-025 

 

6. 参考文献 

1) 上田真三，黒澤進：“地下水中に存在するコロイドの特性評価に関する研究”，JNC 

TJ8400 2001-052，(2002) 

2) 福岡正巳 他：地下水ハンドブック，建設産業調査会，p.136（1983） 

3) C. Degueldre et al. : “Colloid Properties in Granitic Groundwater Systems. I : 

Sampling and Characterization”, Appl. Geochem., Vol.11, pp.677-695 (1996) 

4) 赤峰賢一，樫木勇：“海水中における石灰質膜の電着機構”，石川島播磨技報， Vol.43, 

No.1, pp.27-33 (2003) 

5)  J. D. G. Duran et al. : “Rheological and Electrokinetic Properties of Sodium 

Montmorillonite Suspensions”,  J. Colloid Interface Sci., Vol.229, pp.107-117 (2000) 

6)  K. Krauskopf, D. Bird : Introduction to Geochemistry, McGraw-Hill, Inc., (1995) 

7) J. McCarty, C. Degueldre : Sampling and Characterization of Colloids and 

Particles in Groundwater for studying their Role in Contaminant Transport, Lewis 

Publishers, (1993) 

8)  Y. Hwang et al. : “Analytical Studies of Colloid Transport in Fractured Porous 

Media”, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., Vol.176, pp.599-605 (1990) 

9)  M. Ibaraki and E. Sudicky : “Colloid-facilitated Contaminant Transport in 

Discretely Fractured Porous Media”, Water Resour. Res., Vol.31, No.12, pp.2945-2960 

(1995) 

 

 -21-



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 

 

 

 

 

 
添付資料 

 
 
 

COLFRAC のガイダンスにおいて用いられた OHP 
 

 

 

 

 付(1) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(2) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(3) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(4) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(5) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(6) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(7) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(8) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(9) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(10) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(11) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(12) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(13) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(14) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(15) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(16) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(17) 



JNC TJ8400 2003-025 

 

 

 付(18) 


	はじめに
	実施項目
	核種移行に与える地下水中の天然コロイドの特性評価方法の整備
	地下水採取場所
	地下水コロイドの採取方法
	コロイド特性評価方法
	周辺岩盤の構成鉱物の推定
	コロイドの濃度および粒径分布の評価方法
	コロイドの状態観察およびゼータ電位の測定

	原位置地下水環境への補完処置の方法
	還元雰囲気に配慮した地下水の補完処置
	炭酸分圧に配慮した地下水の補完処置

	コロイドの特性評価の結果
	周辺岩盤の構成鉱物の推定結果
	事前採水地下水の分析結果
	コロイドの濃度および粒径分布の確認結果
	コロイドの状態観察の結果

	地下水条件の補完処置の結果
	地下水の水質に関する検討
	還元雰囲気に配慮した地下水の補完処置結果
	炭酸分圧に配慮した地下水の補完処置結果
	地下水の補完処置に関するまとめ

	地下水の採水手法に関する検討
	地下水流れの擾乱影響の低減
	地下水水質の変化が及ぼす影響
	地下水採水手法に関する提案


	コロイドを考慮した核種移行評価コードの整備
	多孔質媒体あるいは不連続亀裂-多孔質媒体におけるコロイドを考慮した核種移行評価コードの位置付けについて
	COLFRAC導入のガイダンスについて

	おわりに
	核種移行に与える地下水中の天然コロイドの特性評価方法の整備
	コロイドを考慮した核種移行評価コードの整備

	参考文献

