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23. 六ヶ所村の汽水湖尾鮫沼における放射性核種等の挙動

近藤邦男 植田真司、川端一史、長谷川英尚、大桃洋一郎

環境科学技術研究所

核燃料サイクル施設に取り固まれる六ヶ所村の汽水湖尾駁沼における放射性核種等の挙動

に果たす植物プランクトンの役割を、フィールド調査と室内実験の両面から検討した。植物

プランクトン種は、汽水域特有種に加え、淡水性種および内湾性種によって構成され、優占

種の季節的変動が観測された。これらの植物プランクトン中には、放射性核種をはじめとす

る各種の元素が濃縮され、湖沼生態系内での元素移行に重要な役割を果たしている。植物プ

ランクトンによる放射性元素および安定元素の濃縮は、代謝活動と深く関係するものと、無

関係な二つの過程を経ることが明らかにされた。塩分および照度等の環境要因は、植物プラ

ンクトンによる放射性核種等の濃縮に大きな影響を及ぼし、その影響は植物プランクトン種

の違いによって相異が認められた。

Behavior of Radioactive and Stable Elements in the Brackish Lake Obuchi 

in Rokkasho Village 

Kunio KONDO， Shinji UEDA， Hitoshi KA W ABATA， Hidenao HASEGA W A 

and Yoichiro OHMOMO， 

Institute for Environmental Sciences 

Uptake of radionuclides and stable elements by phytoplankton and it's species composition were inve~ 

stigated血 thebrackish Lake Obuchi bordaring nuclear fuel cycle facilities.百leoccurrence of 46 spe~ 

cies of phytoplankton were observed during the period from September， 1993 and December， 1996. 

The species composition revealed the presence of coastal and freshwater species in addition to species 

peculiar to brackish lakes. Seasonal fluctuations in the species composition were alsoobserved. A 

close relationship between the uptake of Sr and Cs by phytoplankton and photosynthetic activity was 

confiremed. Salinity and light intensity have strong effects on the uptake of Sr and Cs by phyto~ 

p加1kton，and血eeffects were different by the species. 

Keywards : Brakish Lake， Radionuclides， Uptake， Suspended organic matter， Phytop加水ton

1.はじめに

青森県の下北半島の湖沼群の中の一つである尾肢沼(オアチヌマ)は、流程 1.6kmの水道(尾
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較川)によって太平洋とつながる汽水湖(湖面積 3.71km 2) である。尾較泊の位置する六ヶ

所村にはウラン濃縮施設および低レベル放射性廃棄物埋設施設が立地し、すでに操業が開始

されている。使用済核燃料再処理施設の建設が目下進捗中であり、近い将来操業が開始され

る予定である。これらの施設は、尾較沼を取り囲む形になっており、排出放射性物質の安全

評価の対象水域となっている。安全評価上は、十分な安全率 (safetymargin) をとって、水生

生物への放射性核種の濃縮係数 (CF値)が採用されている。しかし、近年、より現実的な評

価が求められており、そのためには尾較沼における水質環境、生物相の構成、季節変化およ

び放射性核種等の挙動に関する基礎的な知見を得る必要がある。

尾敏招の植物プランクトンを主体とする懸濁有機物中には、放射性核種をはじめとする各

種の元素が含有されている。植物プランクトンは、湖沼生態系内の食物連鎖の最も低段階に

位置すると共に、湖水中の放射性核種等の各種元素を吸収・吸着した後、活性の低下に伴い

沈降することにより、各種元素を湖底に蓄積する役割を果たしている l問。したがって、湖沼

生態系内での放射性物質等の挙動・移行を解明するためには、植物プランクトンの種構成、

分布特性および生態系内での位置づけ等を明確にすると共に、放射性物質等の生物への移行

に及ぼす水質環境変動の影響を解明することが重要である。

2.調査水域の概要

尾肢沼は平均水深は2.4m(最大水

深:4.8m)、湖の周囲は 14.3km (長

さ:5.3km:最大幅1.5km) の汽水湖で

ある (Fig.1)。湖岸改変状況は自然

湖岸が 98%、半自然湖岸が 2%と自

然状態が比較的よく保たれている。流

入河川は二又川が l本で、尾駁川を介

して太平洋の海水と湖水との交換が行

われている。 Fig. 1 Map of Lake Obuchi. 

Fig. 2 Horizontal distribution of salinity in Lake Obuchi (Sept.， 1996). 
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塩分の水平分布をみると、海洋からの流入口から河川が流入する水域に至る 5.3kmの聞に

5 ....... 25 unitsまで大きく変化する (Fig.2)。塩分の時系列変動は、海水が流入する東側の湖

盆よりも二又川が流入する西側の湖盆 (0.5....... 21 units)の方が大きい。塩分の鉛直分布をみ

ると、塩分躍層はほぼ年聞を通して観測されるが、水深が浅いため微弱である。

3.調査結果

3.1湖底堆積物中の元素温度分布a

尾較沼の 30調査地点における湖底堆積物中の各種元素の濃度間の相関をみると、相関係数

が0.9以上の比較的高い値が認められたのは、 muと137Cs(r=0.90)、137CsとMn(r=0.95)、

判KとMn(r=0.93)、Coと40K(r=0.91)、 BaとCo(r=0.91)との間であった。これらの元素

は互いに供給源、物理化学的性質、無機または有機の懸濁物への吸収・吸着、あるいは湖底

への蓄積過程のいずれかが類似しているものと考えられる。高い相関が認められた放射性核

種別Uおよび 137Csの供給源を把握するために、 238uおよび 137Csと湖水中の塩分との関係を調

査し結果、 238u濃度と塩分との聞には正の有意な相関関係 (r= 0.95)が認められた。また、

137Csの濃度と塩分との間でも比較的高い相関関係(r=0.89)が認められた。これらのことから、

尾肢沼における湖水中の2J8uおよび 137Csの濃度と塩分と密接な関係があり、湖水中の2J8uお

よび日7CSの供給源は主に海洋であると判断される。

また、湖底堆積物中における放射性核種の濃度と粒径分布との関係をみると、 0.075mm以

下の小さな粒径分画が占める割合が大きい堆積物は238uおよび 137Csの濃度が大きくなる傾向

が認められた。これに対し、大きな粒径が大部分を占めている堆積物は濃度が低くなる傾向

が認められた。

さらに、湖底堆積物における放射性核種の濃度と有機物指標項目の濃度との関係をみると、

比較的高い相闘が認められた元素は別U、日7CSおよび40Kであった。その他の元素は有機物指

標項目との間に有意な相関関係は認められなかったことから、堆積物中におけるお町、 137Csお

よび40Kは、湖水中のこれらの放射性核種が植物プランクトン等の懸濁有機物に吸着されて沈

降したか、あるいは有機物に富んだ堆積物に直接吸着したものと考えられる。

次に、湖流の観点から堆積物中における放射性核種および安定元素の濃度分布をみてみる

と、太平洋から主湖盆に大きな流速で流入した海水は西部湖盆まで到達した後、西部湖盆を

中心として形成される穏やかな停滞流によって一時滞留する傾向がある。西部湖盆から主湖

盆にかけた底層域(水深2.5m以深)では、湖水の塩分が一年を通して高濃度 (20以上)を

形成している。これは、停滞水域に放射性核種別Uおよび日7CSを高濃度に含む湖水が存在し

ていることを示唆している。この停滞水域におけるクロロフィルα量は、他の水域における

クロロフィルa量と比較して一年を通して高い傾向が観測された。このことは、停滞水域は

有機物生産量が高〈、懸濁有機物濃度が高いため、沈降物量も多くなることを示唆する。す

なわち、この水域において 238uおよび日7CSを高濃度に含む湖水が植物プランクトンを主体と

した懸濁有機物に吸着または吸収されて沈降(スキャベンジング)、あるいは溶存状態のま

ま直接堆積物へ吸着する現象が起こりやすくなることが考えられる。
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3.2騒濁有機物中の元素温度

1993年 9月から 1995年 9月の問、湖水中の懸濁有機物中(植物プランクトンが主体)にお

ける放射性核種および安定元素の含有濃度を測定した。元素の濃度をみると、放射性核種の

おZ百1は0.12'" 1.08μ.g/g dry (平均:0.38μ.g/gdry)、238Uは 1.69'" 2.44 (平均:1.93μg/gdry)、

問 Csは 0.0112 '" 0.0176 Bq/gdry (平均:0.0141Bq/g dry) であり、1.4'"9.0倍程度の濃度変

動(最大値/最小値)が観測された。安定元素の濃度は、Mnが 145.6.....， 357.3μg/g dry (平均

: 239.9μg/g dry )、Srが82.5.....， 128.2μ.g/g dry (平均:98.1μ.g/gdry)、 Csが0.81.....， 1.65μg/ 

g dry (平均:1.11 μg/g dry)、Pbが 11.2'" 16.5μ.g/g dry (平均:13.1μ.g/g dry)であった。

3.3植物プランクトンの種構成

懸濁有機物中に含有される放射性核種等の濃度が変動する原因の lっとして、懸濁有機物

の組成や物理化学的形態の変化が考えられる。そこで、その原因を探るために、懸濁有機物

の主体となっている植物プランクトンの種構成の変動を調査した(1994年 3月'"1996年 12

月)。その結果、汽水湖固有の種に加え、内湾性および淡水性の種によって構成されているこ

とが分かった。優占種として、 Me/osirasp.、Chaetocerossp.、Ske/etonema costatum、Cyc/o-

tella nana、Asterionellajaponica等の珪藻類および渦鞭毛藻の Coch/odiniumhe/icoidesの出現が

確認された。

種構成の季節変化をみると、比較的水温の低い春季には珪藻類の Chaetceros、仁 nanaおよ

びS.C倒的削m、水温の高い夏季にはみle/osirasp.、Chaetocerossp.およびA.japonica、秋季には

みle/osira、ChaetocerosおよびS.costatum、水温の低い冬季にはC.nanaおよびS.costatumの出

現量が多いという変動傾向が認められた。

3.4植物プランクトンへのおおよびSrの漉縮(吸収・吸着)

植物プランクとの種の違いによる元素移行の相異を明らかにするために、尾敏招から珪藻s.

costatum、仁 nanaおよび渦鞭毛藻仁 he/icoidesをはじめ5種を単離培養し、 SrおよびCsの植

物プランクトンへの吸収・吸着を室内培養実験によって検討した。
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Fig.3 Uptake of Cs by S. costatum under Iight and dark conditions. 
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その結果、明条件下と暗条件下における植物プランクトンによる両元素の漉縮量を比較す

ると、いずれの種も暗条件よりも明条件の方が大きかった。 Fig.3に、 S.costatumの結果を示

す。

明条件と暗条件における元素の濃縮量の差は、光合成活動に伴って生体内に吸収された量

を示し、植物プランクトン生体内への元素の吸収と光合成活動との間に密接な関係があるこ

とが明らかとなった。しかし、暗条件下で培養した場合(光合成活動ができない状態)でも、

植物プランクトン中の SrおよびCs含有濃度は増大した。これは、光合成活動とは無関係な

プロセスで植物プランクトンに濃縮されることを示す。これらのことから、尾較沼に生息す

る植物プランクトンの放射性核種の濃縮は、光合成活動と関係するプロセスと、光合成活動

とは無関係なプロセスで行われていることが明らかにされた。さらに、植物プランクトンの

光合成活性は塩分、照度および温度等の環境要因の影響を強く受けることが明らかにされた。

これらのことから、湖招環境中における放射性核種等の挙動を解明するためには、植物プ

ランクトンへの放射性核種等の移行と各種環境要因との関係や植物プランクトン種による生

理特性の相異等をさらに詳細に検討することが必要である。

4.おわりに

本研究は、青森県からの委託調査によって得られた成果の一部である。青森県および科学

技術庁の関係者に深甚なる謝意を表します。
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