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高分子捕集材等を用いた環境汚染除去技術の開発

日本原子力研究開発機構

伊藤久義∗,瀬古典明,黒木良太,矢板毅,長縄弘親,中山真一

For removing radioactive contaminants from the environ-

ment after the nuclear plant accident, we have synthesized

highly efficient cesium absorbents by introducing molyb-

dophosphoric acid groups into polyethylene matrix with

radiation grafting. Cesium absorbents based on protein

and crown ether materials have been newly developed. We

have also developed immobilization-collection technology

of cesium-adsorbed surface soil by using synergetic func-

tions of polyion and bentonitic clay material. The effec-

tiveness of these materials has been demonstrated through

the field test in Fukushima.

Keywords: Radiation-grafted Fibrous Adsorbents, Pro-

tein and Crown ether-based Absorbents, Immobilization-

collection Technology of Cesium-adsorbed Surface Soil

1 はじめに

福島原発事故により農地土壌等に飛散した放射性物質

の回収・除去は喫緊の課題であり，実際に適用できる環

境汚染除去技術の早急な確立が求められている．日本原

子力研究開発機構（原子力機構）では，環境汚染除去技

術の確立を目指した研究開発を進めており，この一環と

して，既に大量に環境中に飛散しているにもかかわらず，

半減期が長く，経時による減少が見込めない放射性セシ

ウムを主たる対象とし，放射線グラフト重合によりセシ

ウム吸着機能を有する官能基を高分子基材に導入した捕
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集材，セシウム吸着の選択性を更に高めたタンパク質及

びクラウンエーテル捕集材を開発するとともに，これら

を利用した環境水中放射性物質の除去技術の開発に取り

組んでいる．また，放射性物質を含む土壌の発塵を抑止

しながら除去を行う実用的手法を確立するため，ポリイ

オン及びベントナイト（粘土）の混合物を利用した土壌

の固定・回収技術の開発を行っている．本稿では，当該

研究開発の現状を紹介するとともに，福島県飯舘村にて

実施したフィールド試験の結果について報告する．

2 環境汚染除去技術の開発とフィールド試験による有

効性実証

2.1 セシウム捕集材の開発と環境水除染への応用

セシウム捕集材としては，放射線グラフト重合 1) を用

いた捕集材に加え，セシウムを選択的に吸着するタンパ

ク質とクラウンエーテルの開発を推進した．放射線グラ

フト重合による捕集材開発では，耐久性の高いポリエチ

レン製不織布 2) を基材とし，ガンマ線や電子線を用い

た放射線グラフト重合の手法でセシウム吸着機能の付与

を図った．具体的な合成プロセスを図 1に示す．2 MeV

電子線照射により基材中にラジカルを生成させた後，ア

クリロニトリル（AN）またはグリシジルメタクリレー

ト（GMA）をグラフト重合し，モリブドリン酸アンモ

ニウムを温度 50℃で 5時間反応させて固定化すること

で，リンモリブデン酸型の繊維状捕集材を製作した．製

作したセシウム捕集材の性能を，1 mg/Lの安定セシウム

溶液を用いたバッチ試験及びカラム吸着試験により評価

した結果，バッチ試験（50 mLの溶液に 50 mgのセシウ

ム捕集材を浸漬）では 24 時間でほぼ 100%の高い回収

率が得られた．また，カラム吸着試験は，内径 7 mmの

カラムに 47 mgのセシウム捕集材を充填して実施し，こ

の結果得られた破過曲線を図 2に示す．セシウム溶液を

カラムに注入した直後ではセシウムは全量捕集材に吸着

されるが、吸着飽和に達すると吸着されないセシウムが

漏出し始める。本捕集材では、漏出開始に相当する横軸
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図 1 放射線グラフト重合によるセシウム捕集材の合成プロセス

の数値として約 3,000が得られ，捕集材体積の約 3,000

倍処理可能な優れたセシウム捕集特性が確認できた．ま

た，セシウムの捕集量は捕集材 1 g 当たり 54 mg であ

り，0.4 mmol 程度の捕集容量があると見積もれる．な

お，AN 系捕集材と GMA系捕集材については，吸着特

性に大きな差異は見られなかったことから，以下では特

に両者を区別しないで結果を記載する．

セシウム捕集材の実用化を進める上では，量産技術を

確立することが不可欠である．このため，開発したリン

モリブデン酸型の繊維状捕集材の量産化に向けて合成プ

ロセスの検討を進め，実験室スケールと比較して 1,000

倍規模に相当する，1バッチ当たり 3 m2の捕集材生産が

可能になり（図 3），大量生産に向けた道筋をつけること

ができた．

さらに，福島県飯舘村内の溜池，農業用水 6箇所で採

水し，放射性物質の分析を行うとともに，開発した捕集

材を用いてフィールド試験を実施した．試験には，可溶

性セシウムが 10 Bq/L 程度溶存している飯舘村宿泊体

験館きこり「あいの沢」の溜め水を用いた．捕集材体積

（約 50 mL）の 2,000倍量に相当する水量 100 L の処理

を行った結果，溶存セシウムを検出限界以下まで除去す

ることに成功し，開発したセシウム捕集材の有効性が実

証できた．

タンパク質を活用したセシウム捕集材開発では，特定

元素の吸着に高い特異性を付与するため，タンパク質の

構造を人工的に改変して，セシウムを高効率で吸着・回

収できる材料開発を進めた．具体的には，既に取得済み

のカルシウム親和性を有するタンパク質 3, 4) をベースに

末端アミノ酸構造を改変することでセシウム親和性を有

するタンパク質の分子設計を行い，これを基に人工改変

図 2 グラフト重合により製作したセシウム
捕集材のカラム吸着試験結果

タンパク質の合成を進めた結果，アルカリ金属（1価イ

オン）とアルカリ土類金属（2価イオン）を区別して吸

着できるタンパク質の作製に成功した．

開発したタンパク質にセシウムを添加し，1.25 Å分解

能での X線結晶構造解析を実施した結果，観測された原

子の電子密度と配位子距離から，タンパク質由来の酸素

原子 4個と水の酸素原子 2個の配位を確認し，設計通り

タンパク質の金属結合ポケットにセシウムが結合してい

ることが確認できた（図 4）． 本捕集材については，セ

シウム選択性の更なる向上を目指し，金属結合ポケット

の構造改変を現在進めている．

セシウム吸着タンパク質の量産技術の開発では，まず

一般にタンパク質の工業スケールの大量生産で用いら

第 93号 (2012) 32



高分子捕集材等を用いた環境汚染除去技術の開発

図 3 量産化プロセスで合成したセシウム捕集材

図 4 Ｘ線結晶回折法で決定したタンパク質
とセシウム原子の結合構造．紺色のメッシュ
は X 線結晶構造解析で観測された余剰の電子
密度分布を表す．また図中の灰色は炭素原子，

赤色は酸素原子，青色は窒素原子を表し，原子
間が結合した棒状の表示はタンパク質構造を，
独立した赤丸は水の酸素原子を表す．なお，図
中数値はセシウムと配位原子間の距離（Å）を

示す．

れる微生物や動物細胞による分泌発現法の適用を検討し

たが，ここで開発した改変タンパク質の分泌発現では微

生物の成育を抑制したため，当該手法の応用は困難との

結論に至った．このため，はじめに立体構造を持たない

ポリペプチドとして生産し，その後試験管内で立体構造

を有する活性型タンパク質に再生する方法（リフォール

ディング法）を適用した結果，生産量を向上できる見通

しが得られ，現在技術開発を進めている．

クラウンエーテルを用いたセシウム捕集材開発では，

イオン半径の大きい１価のイオンに選択的に作用する

クラウンエーテル誘導体を用いて，セシウムを効率よ

図 5 分子設計に基づき得られた DB20C6 に
よるセシウムの包摂的配位．白色は水素原子，
灰色は炭素原子，赤色は酸素原子を表す．

く吸着分離できる材料開発を推し進めた．はじめに密度

汎関数法（DFT）計算に基づく分子設計を進めた．設計

の出発物質としては，将来的にグラフト重合により高分

子基材へ導入することを考慮し，分子量を小さく抑える

ため，カリウム選択能を有するジベンゾ 18 クラウン 6

エーテル（DB18C6） 5) を選択した．これに対してエー

テル基の導入等により環サイズを広げ，錯形成能を高め

るためにラリアート型のアームを付けて包摂特性を向上

させる物質を含む様々な検討を加え，最終的にセシウム

包摂に最適な分子構造ジベンゾ 20クラウン 6エーテル

（DB20C6）を導出した．DB20C6では，プロトンとセシ

ウムの静電的反発の影響で，両端に位置するベンゼン環

を含む面が折れ曲がり，これがセシウムの配位に関与し

て包摂すると考えられる（図 5）．

DFT 計算で導出した DB20C6 について，実験室レベ

ルでの大量合成法を検討・開発して合成を行い，放射光

EXAFSの手法を用いてセシウム吸着特性の評価を実施

した．具体的には DB20C6 添加前後におけるセシウム

水溶液に対し，SPring-8 BL11XUを用いて EXAFS測定

を行い，得られた水和及びクラウン錯体のCs–K EXAFS

の動径構造関数を図 6に示す．この結果，セシウム水溶

液への DB20C6 導入によるクラウン錯体形成によりケ

ミカルシフト E0 は大きくなり，分子設計からの予測通

り，クラウン包摂により酸素との配位数 N が水和構造

（N = 10）から N = 6 に低下し，相互作用が強まるこ

とでセシウム酸素間距離 Rが短縮することが確認でき，

DB20C6の高いセシウム吸着機能が示唆された．

実際に DB20C6 のセシウム吸着分離性能を評価する

ため，シリカゲルに DB20C6 を担持させた捕集材を作
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図 6 セシウム–クラウン錯体 (a)及び水和 (b)

による Cs–K EXAFSの動径構造関数．E0：ケ
ミカルシフト, N：配位数, R：原子間距離（位

相シフトは考慮していない）．

製してセシウム吸着試験を実施した．試験結果を図 7に

示す．海水 0.5 mL に安定セシウムを 0.3%添加した溶

液をカラム（容量 1 mL）に注入後，純水を流すと，カ

リウム，ナトリウム等は放出される一方，セシウムは捕

集材に捕獲され，DB20C6の高いセシウム選択性が示さ

れた．また，極少量の 0.1 N硝酸溶液を流すと，捕集材

に吸着されたセシウムがほぼ全量溶離することが判明し

た．これより，DB20C6を用いると，海水を含む環境水

からセシウムを選択吸着できること，極少量の 0.1 N硝

酸溶液で容易にセシウム溶離が可能であることが確認さ

れた．

さらに，福島県飯舘村内の飯樋地区，長泥地区溜池 2

箇所で採水し，放射性セシウム量の分析を行うとともに，

フィールド試験を実施した．試験では，シリカゲルにジ

クロロメタン中で DB20C6を担持させた捕集材を用い，

試料水 100 Lをポンプにより採取し，プレフィルターで

汚泥などを除去した後，吸着塔へ導入した．吸着塔は，

トルネード拡散型カラムで，1時間程度循環後に放射能

図 7 DB20C6 によるセシウム及び主要アル
カリ金属イオンの吸着分離性能試験結果

濃度を測定した．この結果，用水に含有された放射性セ

シウム濃度 20 Bq/Lを検出限界（0.02 Bq/L）以下まで低

減でき，効率ほぼ 100%で放射性セシウムを除去するこ

とに成功して，開発したクラウンエーテル捕集材の有効

性が検証できた．

2.2 土壌表層のセシウム拡散防止・回収技術の開発と

畑地除染への応用

農地土壌等において表層部に存在する放射性セシウ

ムの実用的除染手法として，ポリイオンとベントナイト

（粘土）を組合せ、土壌表層を固めて除去する技術（土壌

の固定・回収技術）の開発を行った．ポリイオンは吸水

性が高い上，水に溶出しないため耐候性が高く 6) ，ベン

トナイトは土壌中金属を捕集する特性を有しており，こ

れらの特長を最大限に活用するため，はじめに各々の材

料の合成と最適化を進めた．

ポリイオンの合成と最適化では，ポリイオン溶液の物

性測定と性能評価に基づき，土質（透水性，硬さなど）の

違いに応じて適切なポリイオンの組合せを選定した．具

体的には，ポリイオン液が浸透する深さを制御するため，

硬くて透水性の低い土壌に対しては粘性の低いポリイオ

ン液（例えば，ポリジアリルジメチルアンモニウムクロ

ライド（陽イオン）とポリアクリル酸ナトリウム（陰イ

オン）の組合せ），軟らかくて透水性の高い土壌に対し

ては粘性の高いポリイオン液（例えば，カチオン性セル

ロース（陽イオン）とカルボキシメチルセルロース（陰

イオン）の組合せ）が適切と結論できた．
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表 1 ポリイオン，粘土によるセシウム除染率の土質依存性

芝生土壌：砂シルト質

ポリイオンのみ 粘土懸濁液のみ ポリイオンと粘土懸濁液の組合せ

Cs-137除去率 72.5% 96.3% 93.8%

Cs-134除去率 72.1% 96.2% 93.8%

畑土壌：粘土シルト質

ポリイオンのみ 粘土懸濁液のみ ポリイオンと粘土懸濁液の組合せ

Cs-137除去率 89.3% 88.8% 91.0%

Cs-134除去率 89.5% 90.2% 91.4%

また，ポリイオンによる表層土壌の剥ぎ取り試験を実

施した結果，湿潤，乾燥状態のいずれでもポリイオンで

土壌粒子飛散率が 1/10以下に抑制でき，天候に依らず

土壌粒子の飛散防止が可能であることが示された．

ベントナイト（粘土）の合成と最適化では，種々の粘

土に対してセシウム吸着能とサクション（毛細管現象に

よる水の吸い上げ効果）の測定・解析を行い，吸着能力

が同程度であれば，サクションの大きい方がセシウム除

去率も高いことが確認できた．さらに，粘土懸濁液の評

価を進め，セシウム吸着能が高くサクションが大きいク

ニゲル V1を最適粘土材のひとつとして選択した．

また，土壌コアサンプルを用いたラボ試験の結果，粘

土含有量が比較的少ない芝生土壌（砂シルト質）では，

添加した粘土のサクションがセシウム除染率の増加に大

きく影響することが分かった．一方，粘土含有量が多い

花壇の畑土壌（粘土シルト質）では，粘土の添加が除染

率にあまり影響しないことを確認した（表 1）．

さらに，ポリイオンとベントナイトを様々な比率で混

ぜ合わせたポリイオン・粘土混合材を作製し，土壌表層

のセシウムの固定・回収技術の開発を進めた．ポリイオ

ンと粘土の組合せ試験を基に，ポリイオン液，粘土液の

濃度，散布量について検討した結果，最適なポリイオン・

粘土適用条件として，ポリイオン液濃度 3 wt%，粘土液

濃度 5 wt%，散布量 5 L/m2 を導出した．当該条件では，

ポリイオン・粘土混合液はジョウロのような簡単な器具

で散布でき，かつ散布時に水浸しの状態にならず，十分

に効果を発揮できる．実際，ラボ実験の結果，ポリイオ

ンと粘土の組み合わせで，セシウムを粘土懸濁液のサク

ションにより表層に吸引・吸着すると同時に，土壌粒子

同士をポリイオンゲルにより粘着させ飛散・発塵が抑制

できることが確認できた．

当該手法を用いて福島県飯舘村でのフィールド試験を

実施した．対象畑地の土壌コアサンプルを採取し分析し

た結果，深さ 20 cm程度までの作土は粘土を多く含み，

セシウムの多くは表面から 1 cm∼2 cm 以内に留まって
いることが判明した．また，畑地の草を抜き取らず，エ

ンジン草刈り機により予め草を刈り取った後にポリイオ

ン液を散布する方法で除染を行った結果，91%∼96%の
除染率が得られ 7)，技術的有用性が立証できた．

3 まとめ

福島原発事故で飛散した放射性物質による環境汚染を

修復するため，高性能セシウム捕集材の開発に取り組ん

だ．放射線グラフト重合技術を駆使することで，可溶性

放射性セシウムを 100%除去可能なリンモリブデン酸型

の高効率捕集材を開発できた．セシウムを特異的に吸着

できる改変タンパク質の設計・製作に成功し，X線構造

解析によりタンパク質とセシウムの結合状態を明らかに

した．また，セシウムを選択的に吸着できる新規クラウ

ン化合物DB20C6を世界に先駆け創出した．さらに，こ

れらの捕集材を用いたフィールド試験を実施し，優れた

セシウム吸着性能が確認できた．

放射性物質を含む土壌の発塵を抑止しながら除去を行

う実用的手法として，ポリイオン及びベントナイト（粘

土）による土壌の固定・回収技術の開発を進め，畑土壌，

芝生土壌から 90%以上の放射性セシウムを除去するこ

とに成功した．当該技術を用いたフィールド試験を福島

県飯舘村にて実施し，生い茂った雑草を刈り取った後に

ポリイオン液を散布する方法で 91%∼96%の除染率を達
成し，当該技術の有効性が実証できた．
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