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セシウムの土壌吸着と固定
中尾 淳
PROFILE

1．土壌中でのセシウムの挙動
大気中に放出された放射性セシウム（Cs）は、
大気粒子状物質や雨などを媒体として地表に

種類や割合が異なるためである。実際、チェル
ノブイリ原発事故の影響を強く受けた地域に

落葉、落枝などの動植物遺体として土壌に

あたり 0.1 ～ 1.0 cm の範囲内であり、地点間で

入った有機物の多くは、土壌動物や土壌微生

沈着する。地表が裸地の状態にある場合、放

大きな差があった 。また、放射性 Cs による汚

物のはたらきによって水と炭酸ガスに分解さ

射性 Cs は表層土壌に沈着し、土壌中の有機ま

染レベルが同じであっても、土壌の種類によっ

れてしまうが、その一部は黒色の難分解性高分

たは無機粒子の負電荷に 1 価の陽イオン（Cs+）

て収穫された作物中の放射性 Cs の濃度に 1 桁

子化合物として土壌に残る。この高分子化合

ですみやかに放出されることから、この固定が

として吸着する。地表が植生でおおわれている

以上の差が生じることが報告されている 2。

物を総称して腐植または腐植物質と呼ぶ。たい

長期的に持続することはないと予想される。

場合、放射性 Cs は一旦植物体表面に沈着する

土壌ごとに放射性 Cs の移動性に差があると

ていの土壌環境では、腐植に含まれる酸性官能

が、その後の降雨や落葉および落枝などの物質

いう事実は、農耕地土壌の汚染リスク評価を行

基の一部が、水素イオンを解離することで負電

循環の過程で表層土壌に集まり、土壌に吸着す

うにあたり、放射性 Cs の汚染濃度だけでなく

荷を発現しているため、腐植は放射性 Cs の吸

ることになる。表層土壌に吸着した放射性 Cs

固定作用の大きさを見積もる必要性を示して

着体となり得る。ただし、この吸着は Cs+ を取

のその後の主要な移動経路は、植物による経根

いる。日本の農耕地土壌はその形態学的および

り囲む水（水和水）を介した弱い結合であるた

土壌中の無機粒子はサイズによって砂（2 ～

吸収および降雨に伴う下方溶脱であるが、どち

理化学的特徴に基づいて詳細に分類されてい

め、腐植に吸着した放射性セシウムは、他の陽

0.05 mm）
、シルト（0.05 ～ 0.002 mm）
、粘土（<

らの経路も移動は起こりにくく、表層土壌その

るため、これらの情報と放射性 Cs の固定作用

イオンによって容易に置換される。つまり、腐

0.002 mm）に分類され、Cs+ を含む陽イオンの

ものが侵食などにより移動しなければ、放射性

との間に関連性があれば、汚染リスク評価は比

植は放射性 Cs を移動性の高い状態で保持する

吸着は、この中で最もサイズの小さい粘土粒

Cs の大部分が地表に留まり続ける。こうした

較的容易であろう。しかし、土壌の放射性 Cs

吸着体である。一旦腐植に吸着した放射性 Cs

子が担う。粘土粒子を構成する鉱物のうち、放

土壌中での放射性 Cs の移動性の低さは、土壌

固定作用と密接に関連しているのは、土壌の粘

は、吸脱着を繰り返す過程で徐々に選択性の高

射性セシウムの固定作用の主な担い手は、2：1

との吸着の強さによって説明される。一旦土壌

土鉱物組成である。そして、残念ながら日本の

い別の吸着体に移行する。しかし、ほぼ有機物

型層状ケイ酸塩である。

に吸着した放射性 Cs の大部分は、外部からの

農耕地土壌における粘土鉱物組成に関する情

のみで構成される泥炭土や森林土壌の腐植層で

2：1 型層状ケイ酸塩とは、ケイ素（Si）原子

作用によって土壌から脱着されない状態、すな

報、特に量的に扱い得る情報は十分に整備され

は、放射性 Cs は腐植の表面に留まるため、そ

を 4 つの酸素（O）原子が囲んで形成される四

わち固定された状態になる。

ているとは言い難い。そこで本稿では、土壌中

の植物への移行割合は他の土壌と比べると著し

面体が二次元に連なってできる Si 四面体シー

ただ、放射性 Cs を固定する作用がはたらく

で放射性 Cs が固定されるメカニズムを示すと

く大きく、また、下方浸透速度もやや大きい 1, 3。

トと、アルミニウム（Al）原子を 6 つの酸素

程度は、
どの土壌でも同じというわけではなく、

ともに、その作用がはたらく程度が土壌ごとに

生きた植物の葉面に直接沈着した放射性 Cs

原子が囲んで形成される八面体が二次元に連

土壌中での放射性セシウムの移動性の程度に

異なる要因について概説する。そのうえで、今

の一部は、葉面から細胞内に吸収され、葉面で

なってできる Al 八面体シートが、2：1 の関係

は地点間で差が生じている。これは、放射性セ

後必要とされる知見について議論したい。

のイオン交換反応に寄与しなくなるため、これ

で積層した鉱物の総称である。Si 四面体シート

シウムを吸着できる容量や吸着の強さが、土壌

を一種の生物的固定とみなすこともできる。た

と Al 八面体シートでは、Si4+ の一部または Al3+

を構成する物質によって大きく異なるうえ、土

だし、Cs+ と植物体内での挙動が類似するカリ

の一部が価数の小さい陽イオンと置換（同形置

+

ウムイオン（K ）が、落葉後の分解初期段階

壌の成り立ちや環境条件によって構成物質の

2

2．腐植へのセシウムの吸着

おける放射性 Cs の下方浸透速度は、概ね年間
1
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3．土壌粘土のフレイド・エッジへの
セシウムの固定

換）することにより、層と層の間に負電荷（層

3
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径とほぼ等しい。イオンが水

K+ を放出する。K+ が放出された層間では、代

だが、土壌に汚染として加わる放射性 Cs（5000

和水をひきつける強さ（水和

わりに水和陽イオンが保持される。その結果、

Bq kg-1 で約 10-9 cmolc kg-1 に相当する）を固定

エネルギー）は、イオンの価

雲母類の外縁部分には、層間距離が 1.4 nm に

するには充分である。ただし、腐植のように放

数の 2 乗に比例し、イオン半

開いた層（膨潤層またはバーミキュライト層）

射性 Cs に対する選択性が低い吸着体の量が相

径に反比例する。価数が 1 で

が形成される（図）
。膨潤層と非膨潤層との中

対的に多くなるほど、放射性 Cs がフレイド・

あり、イオン半径が大きいこ

間に位置するくさび形に開いた層電荷部分（こ

エッジに吸着する確率が下がるため、
フレイド・

れらの陽イオンの水和エネル

れをフレイド・エッジと呼ぶ）では、空間的な

エッジ量が少ない土壌ほど、放射性 Cs が植物

ギーは小さいため、容易に脱

制約により水和陽イオンが排除されるため、最

に移行する割合は大きい。

水和し、六員環と水を介さな

も水和エネルギーが低く、六員環に形状的に

い結合（内圏錯体）を形成す

フィットする Cs+ は、極めて高い選択性で吸着

イオン交換による脱着をほとんど示さず、農作

る。その結合力は、水和エネ

し、他の陽イオンによってほとんど交換されな

物によって吸収されもしない。ただし、沈着後

くなる。その吸着の強さは、K に対して平均

の施肥管理によっては、固定された放射性 Cs

K < NH4 < Rb < Cs の順

+

でおよそ 1000 倍、NH4 に対して平均でおよそ

の再放出が起こり得る。雲母類の非膨潤層を構

に大きくなる。

200 倍というように、六員環と内圏錯体を形成

成する K は、植物にとって必須多量元素の一

K+ は、これらの陽イオン

しうる他の陽イオンと比較しても圧倒的に大

つである。K 施肥が適正に実行されている農地

電荷）が生じている（図）
。層間にはこの負電

の中では六員環との結合力は比較的弱いもの

きい 4。このフレイド・エッジこそが、放射性

では、非膨潤層に固定されたカリウムは植物に

荷を中和するかたちで陽イオンが吸着する。四

の、地殻中での存在量が圧倒的に多いため、四

セシウムが土壌に固定される主な原因である。

よってほとんど利用されない。しかし、K 施肥

面体置換型の層電荷は、八面体置換型の層電荷

面体置換型の層電荷を発現した六員環を占有

化学風化がすすみやすい日本の土壌環境では、

が十分に行われていない農地において、作物の

と比べると、
層間陽イオンとの距離が近いため、

する。K+ の固定によって層間距離が 1.0 nm に

粘土粒子中に存在する雲母類は、膨潤化によっ

生育に必要な K が欠乏すると、作物の根のご

より強く層間の陽イオンを引き付ける性質を

閉じた層、すなわち非膨潤層を形成した 2：1

てフレイド・エッジを形成した状態にある。た

く近傍の土壌では、雲母類の風化が促進され、

持つ。

型層状ケイ酸塩鉱物を、
ここでは雲母類と呼ぶ。

だし、pH4 ～ 5 のやや酸性が強い土壌では、鉱

+
6
層間から K が放出されるようになる 。その結

四面体置換型の層電荷は、とりわけ Cs+ に対

雲母類は、地下の高温・高圧条件下でマグマや

物溶解によって遊離した Al3+ の加水分解によ

果、フレイド・エッジに固定されていた放射性

して高い選択性を示す。その理由は、Si 四面体

堆積物が岩石化する過程で、
岩石の構成物質
（造

り Al 水酸化物の重合体が生成し、膨潤層に固

Cs の再放出および作物による吸収が促進され

シートの構造上の特徴と、Cs+ のイオン半径お

岩鉱物）として生成する。風化作用を受けてい

定されている。この重合体が膨潤層を占める割

る可能性があるので、土壌溶液中の K+ の状態

よび水和エネルギーの特徴によって説明され

ない雲母類では、構造全体が非膨潤層の状態を

合が大きくなると、フレイド・エッジへの放射

については注意が必要である。

る。まず、層間陽イオンと接する Si 四面体シー

維持しているため、外部から加わった放射性

性 Cs の吸着が阻害される 5。

ト基底面の酸素原子は、六員環とよばれる空洞

Cs が吸着できる層電荷は限定される。

ルギーの小さい順、すなわち、
+

図．雲母類の風化に伴う膨潤層およびフレイド・エッジの形成

を形成している。六員環のサイズは、水和して
+

+

アンモニウムイオン（NH4 ）
、
いない状態の K 、
+

+

、Cs などのイオン半
ルビジウムイオン（Rb ）

4

+

フレイド・エッジに固定された放射性 Cs は、

+

+

+

土壌におけるフレイド・エッジの容量は、

やがて、地表で岩石の土壌化が始まると、雲
母類はその過程で風化作用を受け、シート構造
を保った状態で外縁部分の層間から少しずつ
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-1

0.0013 ～ 0.49 cmolc kg の範囲内にあるという
2

試算がある 。これは、土壌の陽イオン交換容
-1

量（CEC）10 ～ 100 cmolc kg と比べると微量
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オンは吸着せず、水和しにくい陽イオンは吸
着した後脱着しなくなる。その性質のため、
CEC の担い手であるイオン交換性の負電荷の
ように、ある陽イオンで飽和させた後に、そ

5
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のイオンを別の陽イオンで置換することで容

層電荷への K 固定により、一部の膨潤層が非

東地域における農業復興の推進力となるだろ

量を求めることが出来ない。そこで、放射性

膨潤層になる 9。その結果、膨潤層と非膨潤層

う。ただ、農地によって作物の汚染濃度が異な

Cs 捕捉ポテンシャル（RIP）と呼ばれる、Cs+

の境界部分、すなわち、フレイド・エッジが形

る場合、その濃度が暫定基準値より低く、かつ

の固液分配係数と溶液中の K の濃度を掛け合

成される。東北地方には雲母類の含有量が少な

差がわずかであっても、原因が不明であれば生

わせた値により、土壌中に存在するフレイド・

く、スメクタイトを多く含む土壌が広く分布す

産者および消費者にとっては大きな不安の種

エッジの容量を間接的に定量評価する手法が、

るため、この反応を利用すれば、こうした土壌

となる。
その不安を少しでも和らげるためには、

Cremers ら（1988）によって考案された 7。海

の Cs 固定作用を向上させることができるかも

土壌が放射性セシウムを固定する作用に程度

外の、特にヨーロッパの土壌については、この

しれない。

の差があること、さらに、その差が生じる要因

+

RIP について調べた研究が数多く存在するが、

ただし、K 固定によりスメクタイト中に形成

日本ではほとんど研究例がないため、広域多地

された非膨潤層は、K+ 濃度が低い溶液条件下

点の農耕地土壌について網羅的に測定を実施

に置き続けると、やがて膨潤層に戻り、Cs 固

することが期待される。

10

定作用は元の水準に戻る 。そのため、このサ
+

土壌が放射性 Cs を固定する作用の大きさは、
土壌中に存在するフレイド・エッジの実効量に
依存する。その容量の指標である放射性 Cs 捕

イトを維持するためには土壌溶液中の K 濃度

捉ポテンシャル（RIP）は、日本の土壌につい

を一定以上高く保つ必要があるが、それがどの

てほとんど調べられていないため、その網羅的

程度の濃度であるのかは今のところ不明であ

な測定が急務である。また、現時点での知見を

る。また、圃場で起こり得る K 施用量と乾燥の

統合すると、フレイド・エッジの実効量は、1）

フレイド・エッジは、2：1 型層状ケイ酸塩の

程度によって Cs 固定作用が向上するかどうか

雲母類の存在量、2）雲母類の膨潤化程度、3）

非膨潤層と膨潤層の境界部分であり、このサイ

も不明であり、これらの検証が今後の大きな課

膨潤層への Al 水酸化物重合体の固定量、によっ

トが雲母類の層間からの K+ の放出によって形

題である。

て規定される。ただし、こうした要因に関する

4．土壌のセシウム固定作用向上
による移行低減化の可能性

成されることは既に述べた。一方で、膨潤層へ
の K 固定という真逆のプロセスによっても、Cs
に対して選択性の高いサイトが形成されること
が、多くの室内試験により実証されている 8, 9。

定量的な情報もまた、日本の土壌についてはほ
とんど調べられていないため、その解析が今後

5．おわりに

の大きな課題である。

放射性 Cs を固定するという土壌の性質は、

スメクタイトなどの同形置換率が低い 2：1

汚染された農耕地土壌の除染を困難なものと

型層状ケイ酸塩の場合、層間は全体的に膨潤し

する一方で、作物への放射性 Cs の移行を大幅

ており、層電荷に対する水和陽イオンの接近に

に抑制する。それゆえ、除染特別地域外で生産

制約がかからないため、フレイド・エッジほど

される食品中の放射性 Cs 濃度が、暫定基準値

+

6

を解析して提示することが重要となる。
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Cs に対する高い選択性は示されない。しかし、

である 100 Bq kg-1 を超える可能性は極めて低

スメクタイトを K+ で飽和した後、乾燥を加え

い。その事実が速やかに社会的に認知されるこ

て層間からの脱水和を促すと、四面体置換型の

とこそ、福島県を中心とする南東北および北関
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