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水溶液とゼオライトとの混合物中での
ガンマ線照射による 2-chlorophenolの分解
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1 はじめに

放射線がイオン化・励起を通じて物質を分解する作
用は放射線の基本的な性質であり，これを有害物質の
分解に応用することはシンプルな発想である．そのた
め，各種の有機物の放射線による分解反応が研究され，
環境分野における放射線利用技術の開発が行われてき
た1)．特に，水の放射線分解ではヒドロキシルラジカ
ル（•OH）に代表される高活性なラジカル種が生成さ
れることがよく知られており，水中の有機物の分解へ
の応用が検討されてきた2)．
物質の分解が目的とするならば，線量やその空間分

布の高度な制御の必要性は低く，ガンマ線を用いるこ
とも可能である．そのため，使用済み核燃料に含まれ
るセシウムなどの発熱性核種を線源として活用できる
可能性がある．将来の核燃料サイクルでは核分裂生成
物を相互に分離し，発熱性核種を線源として利用する
ことが検討されている．放射線の分解作用を利用した
環境技術は放射性核種の有効利用にも貢献すると期待
できる．
しかし，様々な有機物の分解技術が存在する中で，

放射線を用いる手法が普及しているとはいえない．放
射線利用を考える場合，分解対象とする物質は安価
な技術では処理困難な難分解性の有機物となる．しか
し，難分解性有機物の処理についても促進酸化法と呼
ばれる各種物理化学的な方法が開発されている．その
中でも，オゾンや過酸化水素，紫外線照射を用いた技
術が有望と考えられている3)．各種の促進酸化法では
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水中の有機物の酸化に •OH などの酸化性ラジカルに
よる反応を利用する．そのため素反応過程は放射線に
よる方法と共通する部分が多く，反応特性が類似する
ために対象物質や適応可能な水質などでの差別化は難
しいと考えられる．そのため，実用技術として放射性
核種の有効利用に展開するためには，処理コストでの
優位性が求められ，反応効率の向上が課題となる．
そこで，本研究ではゼオライトを吸着剤として，ゼ
オライトの細孔内を反応場として利用することを提案
する．ゼオライトの吸着作用を利用することで，低濃
度の物質を局所的に濃縮する効果や，フロープロセス
では照射野に対象物質を保持する効果により，分解効
率の向上が期待できる．今回は，ゼオライトの併用に
よる反応効率向上の可能性を検討するため，水溶性有
機物のモデル化合物として 2-chlorophenol（2-ClPh）を
対象として，ガンマ線照射による分解反応に対するゼ
オライトの添加効果を調べた．

2 実験

実験には和光純薬製の Na 置換モルデナイト型
（NaMOR），および東ソー製の Na 置換 A 型（NaA），
Na置換 X 型（NaX）のゼオライトを用いた．水溶液
の調製には和光純薬製 2-ClPh（98 %），硫酸ナトリウ
ム（Na2SO4，99.5 %），ほう酸（H3BO3，99.5 %）およ
び水酸化ナトリウム（NaOH，50 %水溶液）を用いた．
照射試料はゼオライトと 2-ClPh 水溶液との混合物
である．試料は空気溶存状態で照射した．照射実験は
日本原子力研究開発機構 高崎量子応用研究所の 60Co
照射施設を利用し，室温で行った．照射後に混合物試
料から上澄液を分取し，親水性 PTFEフィルターでろ
過した後，DIONEX 製イオンクロマトグラフ IC1000
を用いて Cl− の分析を，日立製 L-2000 series HPLCを
用いて 2-ClPh の分析を行った．照射時の線量は二ク
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ロム酸線量計で測定した．

3 結果と考察

3.1 ゼオライト種間の比較

まず，吸着剤として用いるゼオライトを選定するた
め，各種ゼオライトの添加効果の比較を行った．ゼオ
ライトと 2-ClPh 水溶液とを固液比 3/7 で混合した試
料をガンマ線で照射し，分解生成物として塩化物イオ
ン（Cl−）を分析した4)．試料調製に用いた 2-ClPh 水
溶液の濃度は 1.0 × 10−2 mol dm−3 である．Figure 1に
Cl− 濃度の測定結果を吸収線量に対して示す．ゼオラ
イト混合物中でもガンマ線照射により 2-ClPh が分解
し，Cl− が生成することが確認された．
これらのゼオライトでは，水溶液中での Cl− の吸着

が無視できることを確認しており，Cl− は 2-ClPh分解
反応の定量的な指標とすることができる．水溶液のみ
を照射した結果と比較して，NaA と NaXでは Cl− 生
成濃度が低下する結果となったが，NaMORでは増加
した．この結果から，各種ゼオライト間で添加効果に
差異はあるが，NaMORでは 2-ClPhの分解効率を向上
させる可能性があることが分かる．そこで，以降の実
験で用いるゼオライトとして NaMORを選定した．

3.2 水溶液 pHの影響

ゼオライト/水混合物中での 2-ClPhの分解に適した
照射条件を検討するため，まず水溶液の pHの影響に
ついて調べた．水溶液の pHが異なる試料での 2-ClPh
の分解および Cl− 生成挙動を Fig. 2に示す．試料調製
に用いた水溶液の 2-ClPh 濃度は 1.0 × 10−3 mol dm−3

であり，pH調整のため Na2SO4 を 5.0× 10−4 mol dm−3

添加した．また，試料の固液比は 4/6である．試料の
pH 調整は NaMORの前処理によって行った．混合物
の pHが 5.7の試料の調製に用いたNaMORは，H3BO3

を 1.0× 10−2 mol dm−3，Na2SO4 を 5.0× 10−4 mol dm−3

含む水溶液で前処理した．一方で，pH8.6の試料に用
いた NaMORは，H3BO3を 1.7×10−3 mol dm−3，NaOH
を 1× 10−3 mol dm−3含む水溶液で前処理した．前処理
では，カラム状にした NaMORに処理液を流し，溶出
液の pH がそれぞれ 6 および 9 となるまで通液した．
その後，純水で洗浄し，400 ◦Cで 8時間以上加熱乾燥
し，塩化ナトリウム飽和水溶液を用いて湿度 75 %に
保持したデシケータ内で吸湿させた．
まず，Cl− 生成挙動を比較すると，pH8.6の試料に比

べ，pH5.7の試料で Cl− 生成濃度が高いことが分かる．
また，2-ClPh濃度を比較すると，pH5.7の試料では未

Figure 1. Concentrations of Cl− produced by
irradiation of the mixtures of aqueous 2-ClPh
solution with different types of zeolites.

Figure 2. Concentrations of 2-ClPh and Cl− in
the irradiated mixtures at pH5.7 and 8.6.

照射の試料で 4.4 × 10−4 mol dm−3 まで低下しているの
に対して，pH8.6では 9.1×10−4 mol dm−3であった．未
照射試料での濃度変化は 2-ClPh の NaMOR への吸着
によると考えられる．吸着挙動の差は，2-ClPhの pKa
が 8.56 であり，水溶液中での酸解離状態が異なるた
めと考えられる．この結果から，pH5.7では 2-ClPhの
NaMORへの吸着に適した条件となっており，NaMOR
上で吸着状態の 2-ClPh の分解反応が誘起されたと示
唆される．一方で，pH8.6では吸着量が低く，NaMOR
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上での反応効率が低かったと解釈できる．

3.3 2-ClPh濃度の影響

次に，2-ClPhの濃度と分解効率との関係を調べた．
NaMOR への 2-ClPh の吸着濃度が反応効率に影響す
る可能性が示唆されたため，未照射試料で水溶液中の
2-ClPh濃度を測定した．未照射試料での 2-ClPh濃度
と，濃度減少から計算した吸着濃度を Fig. 3 に示す．
Figure 3の横軸は試料調製に用いた水溶液の 2-ClPh濃
度である．試料の固液比は 4/6，pHは 5.7である．こ
れらの混合物試料での照射による Cl− の生成挙動を
Fig. 4に示す．Figure 4には比較のため，水溶液試料で
の結果も示した．水溶液試料の調製では，混合物試料
で水溶液中に残った 2-ClPh の吸着平衡濃度に対応す
るように，2-ClPh濃度を調節した．
まず，Fig. 3より，水溶液中の濃度の増加とともに

2-ClPhの吸着濃度が単調に増加することが分かる．ま
た，Fig 4に示す照射実験の結果から，混合物試料と水
溶液試料のどちらも，2-ClPhの濃度の増加により Cl−

生成濃度も高くなることが分かる．各 2-ClPh 濃度で
は，いずれも混合物での Cl− の生成濃度が対照とした
水溶液試料よりも高くなった．この結果は，2-ClPh濃
度の増加により，水溶液中での分解効率も増加したが，
同様に吸着した 2-ClPh濃度も増加し，NaMOR上での
分解反応の効率も向上したと解釈できる．

3.4 Cl− 生成収量の比較

分解効率を放射線化学収量によって比較するため
に，混合物および水溶液試料での Cl− 生成収量を評

Figure 3. Concentrations of 2-ClPh dissolved
in solution and adsorbed on NaMOR at equilib-
rium in mixtures at solid/liquid ratio of 4/6.

価した．そのために，Cl− 生成量と吸収エネルギー
との関係を求めた．水溶液中の 2-ClPh 濃度が 4.4 ×
10−4 mol dm−3 の試料で得られた実験結果（Fig. 4(a)）
から求めた Cl− 生成量と吸収エネルギーとの関係
を Fig. 5 に示す．混合物試料の照射では，水溶液と
NaMORのどちらにも放射線が吸収されるため，吸収
エネルギーの計算では混合物全体での吸収量を求め
た5)．Cl− 生成量は濃度と水溶液の添加量から求めた．
Cl− 生成量と吸収エネルギーとの関係から，Cl− 生成
収量を線形回帰の傾きとして求めた．得られた収量を
Table 1に示す．

Cl− 生成量と吸収エネルギーとの関係を取ると，
Fig. 5のように，混合物試料と水溶液試料との差はほ
とんど認められなくなる．混合物試料では Cl− の生成
濃度は高いが，試料に含まれる水溶液量が少ないため

Figure 4. Concentrations of Cl− produced
by the irradiation of mixtureas and of aque-
ous solutions containing 2-ClPh at (a) 4.4 ×
10−4 mol dm−3, (b) 2.6 × 10−3 mol dm−3, and
(c) 5.4 × 10−3 mol dm−3.
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Figure 5. Amount of Cl− produced by irradia-
tion in the mixture and in the aqueous solution
containing 2-ClPh at 4.4 × 10−4 mol dm−3.

Table 1. Yields of Cl− in aqueous solution and
in NaMOR mixture / 10−8 mol J−1.

2-ClPh in solution / 10−3 mol dm−3

0.44 2.6 5.4

aq. sol. 0.86 ±0.04 1.6 ±0.1 2.0 ±0.2

NaMOR 0.79 ±0.04 1.4 ±0.1 1.8 ±0.1

である．混合物と水溶液での Cl− 生成収量を比較する
と，Table 1に示すように，有意差とはいえないが，水
溶液に比べて混合物での収量が 10 %程度低い傾向に
ある．したがって，Cl− 生成濃度の増加から，NaMOR
上での 2-ClPhの分解反応が誘起されたと考えれるが，
その反応の効率は吸着平衡にある水溶液中での反応
に比べて同程度か低いと考えられる．この結果から，
NaMORの添加により反応を顕著に促進させる触媒の
ような効果は期待できない．しかし，吸着性能のより
優れた材料を吸着剤として用いて，高い吸着濃度が得
られれば，低濃度の物質の分解効率を向上させる反応
場となる可能性は考えられる．

4 まとめ

2-ClPh水溶液の放射線分解に対するゼオライトの添
加効果を Cl− 生成を指標として調べ，ゼオライトを吸
着剤として併用することにより，放射線による水中の
有機物の分解効率を向上させる可能性を検討した．ま
ず，A型，X型およびモルデナイト型を比較した結果，

2-ClPh の分解にはモルデナイト型の NaMOR が適し
ていることが分かった．次に，NaMORを用いて分解
反応に対する pHの影響を調べた．pH5.7と pH8.7と
を比較した結果，pH5.7では 2-ClPhの吸着が顕著に観
測され，照射による Cl− 生成濃度も高いことが分かっ
た．さらに，混合物中での分解反応に対する 2-ClPh濃
度の影響を調べた．その結果，2-ClPh濃度の増加によ
り，NaMOR上の 2-ClPh吸着濃度が単調に増加すると
ともに，Cl− 生成反応の効率が向上することが分かっ
た．また，吸着平衡に対応する濃度の水溶液のみを照
射した結果と比べて，混合物では Cl− 生成濃度が高い
ことが分かった．これらの結果は，NaMOR上で吸着
した 2-ClPhの分解反応が誘起され，その効率は吸着濃
度に依存することを示唆する．しかし，放射線化学収
量を用いて Cl− 生成効率を比較した場合，混合物での
収量は水溶液よりも 10 %程度低い傾向が観測された．
したがって，NaMOR上での反応は，吸着平衡にある
水溶液中での反応よりも効率が低いと考えられる．そ
のため，ゼオライトを反応場として効果的に利用する
ためには，吸着性能の優れた材料を用いる必要がある
と考えられる．
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