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フェロシアン化遷移金属を Cs吸着剤に用いた放射能汚染廃棄物の減容処理

北海道大学　 市川恒樹∗

Transition metal ferrocyanides were prepared as Cs
adsorbents for volume reduction of 137Cs-contaminated
wastes generated by Fukushima Daiichi Nuclear Accident.
Highly alkali-tolerant nickel ferrocyanide was prepared
by interfacial synthesis as an adsorbent for preventing the
leaching of 137Cs from municipal solid waste incinerator
fly ash. Copper ferrocyanide-loaded silica gel was pre-
pared as an adsorbent for ion chromatographic elimination
of Cs from 137Cs-enriched dust that was generated by
pyroprocessing decontamination of solid wastes. The
combination of pyroprocessing and ion chromatographic
decontamination reduced the weight of contaminated
waste to less than 1/1000 of the initial one. The selective
adsorption of Cs by transition metal ferrocyanides was
due to the ability of exchanging dehydrated ions instead
of hydrated ones.

Keywords: transition metal ferrocyanide, Cs adsorbent,
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1 プロローグ

10年前に大学を退職してからは，自宅でもそこそこ
のことができる静電気科学やらセメント科学やらの研
究などをしていたが，東日本大震災後しばらくして，
放射性セシウム汚染ゴミ焼却飛灰の処理が問題になっ
ているという記事を目にした（焼却灰には焼却炉の
底に残る主灰と，煙突側に飛んで行く粉体である飛灰
がある）．石炭飛灰のセメント利用に関わる研究をし
ていたことがあるので，セメント科学関係で知り合い
だった太平洋セメントの山田一夫博士に連絡し，「飛
灰をセメント化して放射性セシウムを閉じ込められな
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いだろうか」という話をした．すると「来年から国立
環境研究所に出向いて放射能汚染廃棄物処理の研究を
することになっているので，一緒にしないか」という
返事があった．そんなわけで 2012年から放射能汚染
廃棄物処理の問題に首を突っ込むことになった．
さて，焼却飛灰の実物を入手するとすぐに，これは
石炭飛灰とは別物だということに気付いた．石炭飛灰
は非水溶性だが，焼却飛灰成分の半分は水溶性塩類で
出来ているため，閉じ込めは容易でない．このため初
期の目論見は見当外れだったが，言い出した都合上ま
ともに働く Cs固定化剤（吸着剤）を見つけねばならな
いことになった．自分の話ばかり書くのは恐縮だが，
以後その顛末と現在進行中の研究について記す1, 2)．

2 焼却飛灰とセシウム吸着剤

福島第一原発事故では約 15×1015 Bqの 137Csと，今
ではほとんど減衰消滅してしまった，これとほぼ同量
の 134Csが飛散し，降雨にともなって河川や土壌，植
生などを汚染した．それ以後放射性 Cs除去剤と称す
る様々な Cs 吸着剤が開発され，紙上を賑わした．な
ぜ多数の Cs吸着剤が出てきたかを考えてみよう．
クラウンエーテル系等を除くと，これらのほとんど
はイオン交換体である．イオン交換体 X-A（Aは吸着
カチオン）と水中の Cs+ イオンとのイオン交換反応は

X-A + Cs+ → X-Cs + A+ (1)

で与えられる．各分子種のモル数又はモル濃度を [ ]
を付けて表すと，平衡状態では

KCs/A = [X-Cs][A+]/([X-A][Cs+]) (2)

が成り立つ。KCs/A を A+ に対する Cs+ の選択係数と
よぶ．個々のイオン交換サイトの物性は一般に固体内
の位置に依存するので，KCs/A が定数とは限らない．
さて，最初水には A+ と Cs+ しか含まれていなかっ
たとし，物質保存の原理

[X-A] + [X-Cs] = [X-A]0 (3)

[Cs+] + [X-Cs] = [Cs+]0 (4)
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[A+] + [X-A] = [X-A]0 + [A+]0 (5)

（[ ]0 は初期値）と (2)式を使うと，イオン交換体に吸
着される Cs+ と水中に残る Cs+ の割合 =分配比（分配
係数ではない）は

[X-Cs]/[Cs+] = KCs/A([X-A]0 − [X-Cs])

/([A+]0 + [X-Cs]) (6)

となる．Cs+ の量は一般に極めて低いから，[Cs+]0 �
[X-A]0，よって [X-Cs]� [X-A]0なる条件が成り立つ．
すると (6)式は

[X-Cs]/[Cs+] ≈ KCs/A[X-A]0/([A]0 + [X-Cs]) (7)

となり，[A+]0 
 [Cs+]0，したがって [A+]0 
 [X-Cs]
なら

[X-Cs]/[Cs+] ≈ KCs/A[X-A]0/[A+]0 (8)

となって分配比が一定値になる．水道水のようにイオ
ン濃度が低い場合には，[X-A]0 
 [A+]0 が成立する．
この場合，よほど KCs/A が小さいイオン交換体でない
限り分配比が非常に大きくなり，Cs+ のほとんどはイ
オン交換体に吸着されてしまう．このため陽イオン交
換能を少々持つ固体なら放射性 Cs除去が簡単に達成
できる．
焼却飛灰では [X-A]0 
 [A+]0 が成立しないため，話

は別になる．137Cs で汚染された物体の多くは，減容
化のためゴミ焼却場で燃焼され，焼却灰となる．Cs
化合物は高温での蒸気圧が高いため主灰にはほとん
ど残らず飛灰に濃縮される．100万トンのゴミを燃や
すと主灰が 7 万トン，137Cs を濃縮した飛灰が 1.4 万
トンできるが，飛灰には排ガス中和のために加えた
Ca(OH)2 や，それからの生成物である CaCl2 も加わる
ので，最終的な飛灰重量は 2.4万トンになる．ゴミ焼

却は 137Cs汚染廃棄物を元の 2.4 %に減量・減容して
いることになる．焼却飛灰にはアルカリ源となる多
量の Ca(OH)2 と，KCl，NaCl および CaCl2 がモル数
にして各々 1 mol/kg前後，モル比にして Csの 1万倍
以上含まれている．Csの半分以上は水溶性であるし，
CaCl2 等の塩類は潮解性があるので，このまま放置す
ると Csが外部に流れ出す恐れがある3)．このため Cs
吸着剤を添加する必要が生じる．このような状況下で
Csのほとんどをイオン交換体に吸着させるためには，
(8)式より KCs/A[X-A]0/[A+]0 
1，すなわち多量のイオ
ン交換体を投入して [X-A]0/[A+]0 を大きくするか，あ
るいはKCs/Aが非常に高い = Cs吸着能が特別に高いイ
オン交換体を使うしかないことがわかる．実際 Cs 吸
着剤として報告されたものを焼却飛灰洗浄液に添加し
て Cs吸着量を測ると，Table 1にあるように，高炉ス
ラグ硬化粉体や石炭飛灰では Cs吸着は全く起こらず，
粘土鉱物であるベントナイトやゼオライトの一種であ
るモルデナイトなど，昔から Cs 吸着剤として知られ
ていた物だけが Csを吸着する．またその吸着量もわ
ずかであって，ほとんどの Cs を吸着するには元の焼
却飛灰と同量以上の添加が必要となる．プルシアンブ
ルー（フェロシアン化第二鉄）は Csを特異吸着するこ
とが知られているが，Ca(OH)2 によって溶液がアルカ
リ性になっているので分解してしまい，Csを吸着しな
い．しかしながらプルシアンブルーの Fe3+ を Ni2+ に
代えると分解が抑制され，Csを吸着するようになる．
フェロシアン化ニッケル（NiFeCN，以後不溶性フェ
ロシアン化遷移金属をMeFeCNで表す．Meは遷移金
属イオン，FeCNは Fe(CN)4−

6 イオン）は他のMeFeCN
に較べて耐アルカリ性が高いが，僅かずつ分解してし
まう．放射性廃棄物として取り扱われる焼却飛灰のほ

Table 1. Elemental analysis of ions in solution obtained by washing 1 g of municipal solid waste
incinerator fly ash with 10 dm3 of distilled water.

Cs adsorbent Ca/ppm Na/ppm K/ppm Cs/ppb

No adsorbent 7667 2092 3615 1392

Blast furnace slag paste 1 g 7261 2101 3607 1580

Coal fly ash 1 g 7698 2098 3631 1361

Bentonite 0.1 g 7864 2175 3388 1145

Bentonite 1 g 6767 2935 2953 24

Mordenite 0.1 g 7965 2139 3180 316

Prussian blue 0.15 g 9416 2096 7350 1391

Nickel ferrocyanide 0.1 g 7656 2088 3650 < 1
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Figure 1. Photo images of nickel ferro-
cyanides prepared by stirred synthesis (top) and
interfacial synthesis (bottom).

とんどは指定廃棄物（8千 Bq/kg–10万 Bq/kg）の範疇
に入るので，これが 8 千 Bq/kg 以下の一般廃棄物と
なるには百年程度の時間がかかる．よって Cs吸着剤
には百年程度の耐久性が要求される．そこで NiFeCN
の耐アルカリ性を種々調べたところ，いい加減に作っ
た試料ほど耐久性が高いことに気付いた．NiFeCNは
Ni塩の水溶液と K4Fe(CN)6 の水溶液を混ぜて作るが，
しっかり撹拌しながら混ぜると耐久性が悪いのであ
る．そこで一方は撹拌しながら，他方は一方の溶液
に他方をそっと注入して放置し，生じる NiFeCN の
0.5 mol/dm3 NaOH中での耐アルカリ性を比べてみた．
NiFeCN が生じる様子を Fig. 1に，耐アルカリ性の比
較結果を Fig. 2に示す．
通常の撹拌合成法では青緑色で粒径 0.4 μm 以下の

NiFeCN粒子が瞬時に生じるが，2液を接触させた場合
には，両液の界面から FeCN側に向かって NiFeCNが
ゆっくりと成長する．界面に生じた NiFeCNのイオン
交換膜を通してNi2+が FeCN側に移動する結果，界面
で NiFeCN が成長するためであろう．粒子径は 4 μm
以上となる．過剰 NiCl2 存在下で滴下合成すると，負
に帯電した NiFeCN 微粒子が Ni2+ によって凝集する
ため 2次粒子径が大きくなり，青みが薄れる．
このようにして生じたNiFeCNのアルカリ耐性を比

べてみると，粒子がゆっくりと成長し粒子径が大き
くなる界面合成法の方が，またその作成母液濃度が高
いものほどアルカリ耐性がさらに高くなることがわ
かる．濃厚溶液中で緻密にできた界面上でゆっくり生
じた NiFeCNは比表面積も小さく格子欠陥も少ないの
で，耐アルカリ性が向上したのであろう．なお，界面
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Figure 2. Amount of nickel ferrocyanide sur-
vived at one day after immersing 2 mmol
of nickel ferrocyanide in 100 dm3 of
0.5 mol/dm3 NaOH solution at ambient
temperature as a function of the concentra-
tions of K4Fe(CN)6 and NiCl2 used for the
preparation of nickel ferrocyanide.

合成 NiFeCNでも pH 13.7での寿命は数日程度しかな
いが，焼却飛灰溶液の pHは Ca(OH)2 飽和溶液の 12.6
以上にはならず，また CaCl2 の共通イオン効果により
Ca(OH)2 の溶解度も低下するので，界面合成 NiFeCN
は焼却飛灰からの 137Cs漏出防止に十分な耐アルカリ
性を持つ．
焼却飛灰からの Cs漏出防止用吸着剤には高いカチ
オン交換容量と高い Cs 選択係数も要求される．界面
合成 NiFeCN の組成式は K2NiFe(CN)6 なので，1 mol
の NiFeCNは最大 2 molの Cs+ を吸着できるはずであ
る．しかしながら Cs+ 大過剰状態で実測したところ
0.79 molしか吸着しなかった．これに対して撹拌法で
合成した比表面積の大きい K2NiFe(CN)6 は，1 mol当
たり 1.25 molの Cs+を吸着した．このことは，NiFeCN
の Cs 選択係数は結晶内の各吸着サイトで異なってい
て，表面に近い吸着サイトほど Cs+ を吸着しやすい
ことを示唆している．この場合，Cs+ は吸着しやすい
サイトに優先的に吸着されるので，吸着 Cs+ の増大
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と共に NiFeCN の Cs選択係数は減少することが予想
される．そこで界面合成法および撹拌合成法で得た
K2NiFe(CN)6 の K+ に対する Cs+ の選択係数を Cs+ 吸
着率の関数として測定した．その結果を Fig. 3 に示
す．界面合成法で作成したNiFeCNの選択係数は撹拌
合成法で作成したものよりも 1桁程度小さい．また界
面合成法では吸着率が 5 %を超えたあたりから，撹拌
合成法では 20 %を超えたあたりから選択係数が 1桁
程度低下する．NiFeCNの結晶表面に近いイオン交換
サイトほど Cs+ 吸着の選択係数が高いことによるもの
と思われる．界面合成法で得たNiFeCNは粒径が大き
く，したがって比表面積が小さいため，表面近傍の吸
着サイトはすぐに Csで飽和してしまう．このため吸
着率の増大とともに急激に選択係数が減少する．これ
に対して撹拌合成法で得た NiFeCNは粒径が小さく比
表面積が大きいため，全吸着サイトに占める表面近傍
の吸着サイトの割合が高くなる．このため選択係数も
大きくなり，吸着率の増大にともなう選択係数の減少
も緩やかとなる．なお，選択係数測定用溶液に CaCl2
および NaClを各 1 mol/dm3加えても，NiFeCNの選択
係数はほとんど変化しなかったことより，Ca2+ や Na+

は Cs+ の吸着をほとんど妨害しないことが結論され
る．焼却飛灰 1kg当たり 1 gの界面合成 NiFeCNを添
加すると，Cs漏出を 99 %防止できる．

3 さらなる減容化に向けて：フェロシアン化遷移金
属を用いたイオン交換クロマトグラフィー

さて，焼却飛灰からの 137Cs漏出防止用 NiFeCN は
出来たが，実際に使用するとなると種々の問題が生じ
る．その一番の問題は焼却飛灰の量の多さである．行
き場の定まらない 137Cs汚染焼却飛灰は百万トンの単
位で存在するから，漏出を防止したとしてもその捨て
場を確保するのは大問題である．行き場の定まらない
137Cs汚染廃棄物としては，除染で集められた 137Cs含
有土壌などもあり，足し合わせると千万トンの規模に
なる．この問題を解決するための方法として前述の山
田一夫博士が考えだしたのが，高温処理とイオンクロ
マトグラフィーを用いた 137Cs汚染廃棄物の超減容化
である．そのフローチャートを Fig. 4に示す．土壌や
焼却飛灰中の不溶性アルカリ金属イオンは，シリカや
アルミノシリケート等に結合している．これらの廃棄
物に石灰石や CaCl2 を加えて 1300 °C以上に加熱する
と，Ca2+ がアルカリ金属イオンに置き換わり，アルカ
リ金属イオンは塩化物になる．塩化アルカリ金属は揮
発しやすく，その蒸気圧は NaCl<KCl<CsCl の順に増

加するので，99 %–99.8 %の CsClが蒸発し，バグフィ
ルターに捕捉される．NaClや KClの一部も共に捕捉
される．加熱炉に溶融炉を用いた場合には，除染済み
の廃棄物は溶融スラグとなり，道路舗装やコンクリー
ト作成用の骨材（砂利や砂）として使用できる．ロー
タリーキルンを用いた場合の除染済み廃棄物は，セメ
ントの主要原料であるクリンカーとして使用できる．
上記高温除染処理は固体であれば何にでも適用で
き，その除染率も非常に高い．バグフィルターで捕捉
される 137Cs 濃縮物の重量も，元の 1/10–1/20と少量
である．しかしながら元の汚染廃棄物が千万トンある
と，137Cs濃縮物も 50万トン以上と膨大になる．濃縮
物中の 137Csは水溶性だから，これの不要化処理も必
要となる．137Cs 濃縮物を水洗してアルカリ金属塩を
溶出させ，その溶出液からイオンクロマトグラフィー
を使って Cs を除去すれば，これらの問題を一度に解
決できる．そのためには K+ 存在下で Cs+ を多量に吸
着するクロマトグラフィー用吸着剤を開発する必要が
ある．Cs 吸着が飽和に達したときの吸着量は，[Cs+]
= [Cs+]0，[A+]0 = [K+]0 
 [X-Cs]を (6)式に代入する
ことにより

[X-Cs]/[X-K]0 = 1/{1 + ([K+]0/[Cs+]0)/KCs/K} (9)

10−2 10−1 100103

104
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[X−Cs] / [X−K]0

K C
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K

: Interfacial synthesis
: Stirred synthesis

Figure 3. Cs+ to K+ selectivity coefficient
KCs/K of nickel ferrocyanides in a solution con-
taining 2 mol/dm3 of KCl and 0.1 mmol/dm3 of
CsCl as a function of Cs adsorption ratio [X-
Cs]/[X-K]0.
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Figure 4. Flow chart for super volume reduction of 137Cs-contaminated waste by pyropro-
cessing and ion chromatography.

と求まる．
溶出液中の [K+]/[Cs+] モル比は 1 万以上になるの

で，使用済み吸着剤の量を減らすためには KCs/K が
1万以上のものを使う必要がある．このような性能を
持つ吸着剤はMeFeCN以外に存在しないが，MeFeCN
は粉体であってクロマトグラフィー用カラム中で目詰
まりを起こすため，このままでは使えない．Cs+ を飽
和量吸着させるためには，流体と吸着剤との間で常に
平衡が成り立っていることも必要だが，そのためには
吸着剤が広い比表面積を持つことも必要となる．そこ
で水ガラスに K4Fe(CN)6 を溶かしたものを硫酸酸性
CuSO4 溶液に投入して CuFeCN 担持シリカゲルを作
り，これを吸着剤とした（Ni2+ でもできるが Cu2+ の
方が値段が安い）．得られた吸着剤のカチオン交換容
量は 0.29 eq/kg，選択係数は 27500となった．
この充填剤 1 g を内径 9 mm のクロマト管に詰め，

2 mmol/dm3の CsClを含む 2 mol/dm3の KCl溶液を流
した際の破過曲線を Fig. 5 に示す．流速 18.2 cm/h以

下での破過点は全イオン交換容量の 85 %付近に現れ，
理論破過点の 96 %とほぼ一致するから，この条件で
は固定相と移動相の間で平衡が保たれていることがわ
かる．
高温処理とイオンクロマトグラフィーを使うとどの
くらいの減量率が達成されるかを求めてみよう．元の
汚染廃棄物に含まれる Cs の量を Wi ppm = Wi mg/kg
とし，Cs吸着剤のイオン交換容量を [CEC] eq/kg，使
用済み Cs吸着剤を廃棄処理のために加工したときの
重量増加率を Sとすると，1 kgの放射性廃棄物を処理
したときの最終放射性廃棄物の重量W f は

W f = WiS {1 + ([K+]/[Cs+])/KCs/K}
/(132.9 × 103[CEC]) (10)

となる．Wi は 5 ppmの程度，137Cs濃縮物洗浄液中の
[K+]/[Cs+]比は 10000の程度だから，今回開発した Cs
吸着剤を使った時の重量は W f = 1.8 × 10−4 S となっ
て，使用済み吸着剤を放射性廃棄物としてこのまま捨
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てれば約 1/5000に減量されることになる．これにメ
タカオリン（粘土の一種）と NaOHを加え，ジオポリ
マーとして固化すると重量は 5倍近くに増加するが，
137Cs の飛散や流出を防ぐことができる．この場合の
減量率は約 1/1000 となる．対象とする 137Cs 汚染廃
棄物の放射能が 10万 Bq/kgで全量が千万トンとする
と，最終放射性廃棄物の重量は 1万トン，比放射能は
1 億 Bq/kg となる．これはカテゴリー L2 の放射性廃
棄物となるから，地表面近くに作った 50 m 水泳プー
ル 4–5個程度のコンクリートピットに安全保管可能で
ある．
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Figure 5. Breakthrough curve in Cs+ ion ad-
sorption of copper ferrocyanide-loaded silica
gel from solution containing 2 mol/dm3 KCl and
2 mmol/dm3 CsCl as a function of linear fluid
velocity. [Cs+]T denotes the total molar amount
of Cs+ ions passing through the silica gel col-
umn with cation exchange capacity [CEC].

4 フェロシアン化遷移金属が
セシウムを特異吸着する理由

Cs を特異吸着する物質としては層状粘土鉱物であ
るバーミキュライトやMeFeCNが知られているが，何
故特異吸着するのかはよくわかっていない．よく使わ
れるのは，ピッタリサイズ説である．これは Cs+ の大
きさと吸着剤のイオン収納サイトの大きさが合致する
と強く吸着されるというものだが，クラウンエーテル
などとは異なり，吸着力の起因が静電引力であるこれ
らの吸着剤にこの説が適用できるはずはない．それで
はなぜこれらの吸着剤は Cs を特異吸着するのだろう
か．その原因を考えてみよう．
ゼオライトや粘土などの吸着剤が Cs+ を吸着しやす
いのは，Table 2 に示すように，その水和イオン半径
が他のアルカリ金属イオンなどに比べて小さいためだ
とされている．吸着イオンとイオン交換体との間に働
く力はクーロン力だから，小さいイオンほど吸着力が
強くなる．しかしながら K+ と Cs+ との間にはそれほ
どの差はないので，K+ 共存下での Cs+ 吸着は困難と
なる．

MeFeCNの K+ に対する Cs+ の選択係数は他の吸着
剤に比べ桁違いに高く，Meが Co2+，Ni2+，Cu2+ の場
合には 105 程度になる．このような高い選択係数は
MeFeCN が脱水和イオンを吸着することに起因する．
化学平衡定数であるイオン交換反応の選択係数 KCs/A

と自由エネルギー変化 ΔGCs/A の間には，よく知られ
た関係

ΔGCs/A = −RT lnKCs/A (11)

が成立する．KCs/A = 105 では ΔGCs/K = −28 kJ/molと
なる．NiFeCNの単位イオン交換サイトの構造を Fig. 6
に示す．Fe2+ と Ni2+ は 1 辺が約 5 nm の立方体の頂
点を交互に占有している．Fe2+ および Ni2+ には C原
子および N原子を金属側に向けた各々 6個の CN− が
8面体配位しているが，図にはその半分しか表示して

Table 2. Ionic radii and hydration energies of alkali metal ions, and the unit structures of ion exchange
site of nickel ferrocyanide adsorbing the alkali metal ions.

Adsorbed ion Na+ K+ Cs+

Ionic radius /nm 0.117 0.149 0.186

Hydrated ionic radius /nm 0.358 0.331 0.329

Hydration free energy /kJ/mol −431.8 −359.8 −314.2

Fe-Ni distance /nm 0.508 0.508 0.510
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Figure 6. Unit structure of cation exchange
site in nickel ferrocyanide. A+ denotes an ex-
changeable cation.

いない．他の MeFeCN の吸着サイトもこれと同様の
構造をしている．CN− を棒状化合物と見なした場合の
棒の直径は 0.347 nmと見積もられているから，これか
ら吸着サイトが収納可能なイオンの最大半径を見積も
るとほぼ 0.186 nmとなって，アルカリ金属の水和イオ
ン半径よりもはるかに小さい．これより NiFeCNは脱
水和したイオンを吸着していることがわかる．
イオンが脱水和して吸着される場合，水中の Cs+ が

非水和 K+ と置き換わるイオン交換反応は，Cs+ が脱
水和する過程，吸着 K+ が脱吸着する過程，脱水和し
た Cs+ が吸着される過程，および脱吸着した K+ が水
和される過程に分解される．よってイオン交換のエネ
ルギー変化は，Table 2より

ΔGCs/K = −45.6 + ΔGex (kJ/mol) (12)

となる．ここで ΔGex は非水和状態の Cs+ が非水和状
態の吸着 K+ と交換する際の自由エネルギー変化であ
る．ΔGCs/K = −28 kJ/mol とすると Gex = 17.6 kJ/mol
となって，実は Cs+ 吸着反応自体は不安定化反応であ
ることがわかる．実際 Table 2 に示すように，大きす
ぎる Cs+ イオンを吸着サイトに押し込むと Fe-Ni間距
離が増加する．Cs+ イオンの吸着は NiFeCNの結晶格
子を大きく歪ませるが，結晶表面での歪エネルギーは
結晶内部より少なくて済む．歪エネルギーは表面から
離れるほど増加するから，表面から遠い吸着サイトほ

ど，その選択係数は低下する．このため吸着率が増加
すると選択係数が低下する．また，比表面積の大きい
撹拌合成 NiFeCNの選択係数は，粒子径が大きく比表
面積の小さい界面合成 NiFeCNの選択係数よりも大き
くなる．
吸着サイトにイオンが侵入するためには，Fig. 6の
立方体の面を通過しなければならないが，この面を通
過できるイオンの半径は 0.081 nm となって，脱水和
したアルカリ金属イオンの半径よりも小さくなってし
まう．このことは，Fe(CN)4−

6 がイオン交換時に回転し
て入り口を拡げるなど，イオン吸着サイトが可撓性を
持っていることを示している．
以上，水中の Cs+ が MeFeCN に特異吸着されるの
は，1) Cs+ の水和エネルギーが他のカチオンに比べて
非常に低いこと，2) MeFeCNが脱水和状態のイオンを
吸着すること，3) MeFeCNの吸着サイトがイオン交換
の際に変形可能であること，に起因する．前述のバー
ミキュライトも上記の条件を備えている．

5 エピローグ

福島第一原発の事故で生じた 137Cs汚染廃棄物の処
理については，当該研究を含め様々な方法が提案さ
れているが，なかなか前に進まない．その最大の原因
は科学的安全性と安心性の不一致にある．この問題は
自然科学が社会に関わり合う様々な面で現れるが，意
思決定は元来大脳感情野が司るのだから，理性で物事
を推し進めるのは容易でない．当該研究が問題解決の
一助となることを願ってやまない．なお，当研究を進
めるにあたり多々ご援助をいただいた山田一夫博士
をはじめとする関係者の方々に深甚なる謝意を表し
ます．
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