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3-11 埋め戻し及びプラグの仕様・配置の検討（3.2.2.3） 

 

1. はじめに 

第 2 次 TRU レポートでは，3.2.2.3 埋め戻し及びプラグの設計において，埋め戻し材の材料の

選定設計，プラグの設計，TRU 廃棄物処分施設の閉鎖概念について整理した。埋め戻し材の設計

では，核種移行の支配経路となる可能性のある部位に対して，要求性能に応じた合理的な埋め戻

し材料の選定を行った。また，プラグの設計では，要求性能に応じたプラグの分類と仕様につい

て整理した。本根拠資料集では，第 2 次 TRU レポートで示した埋め戻し材及びプラグ仕様の具体

的な設定根拠を整理するとともに，地下水流動解析による合理的な埋め戻し材，プラグの設置位

置，仕様についての検討結果を記載する。 

 

2. 埋め戻し及びプラグに求められる要件 

TRU 廃棄物処分場の操業のために掘削された坑道や掘削影響領域（EDZ)を長期間開放しておく

と，地圧の作用による坑道の力学的安定性の低下，核種移行の支配経路の形成等，処分の長期的

な安全性に影響を及ぼす懸念がある。さらに，地上と直結するような空洞が残置されると，地下

施設に人間が不用意に接近することも考えられる（共同作業チーム，2000）。このため，処分場の

閉鎖に伴い，すべての坑道に対して埋め戻しが行われる。 

埋め戻し及びプラグによる処分場閉鎖の検討においては，多重バリアシステムの持つ核種移行

遅延機能が正常に機能するように埋め戻し材及びプラグの仕様，施工位置を設定することが重要

である。 

TRU 廃棄物処分場における埋め戻し及びプラグの機能を図-1 に示した。また，表-1 に，埋め戻

し材及びプラグの設計について国内外で検討されているデータを収集して得られた，埋め戻し材，

プラグの材料，要求性能等についてまとめたものを示す。 
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図-1 TRU 廃棄物処分施設における埋め戻し材，プラグの機能
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表-1 埋め戻し材及びプラグに関する既存知見の整理表 

対象 

事業 

日本・TRU 廃棄物処分場 スウェーデン・長寿命 

低・中レベル廃棄物処分場（SFL3-5） 

フィンランド・使用済み燃料処分場 

埋め 

戻し 

[候補材料] 

  ベントナイトを含有する材料 

（ベントナイト50%,砂20%,礫30%,乾燥密度1.6Mg/m3）

[要求性能] 

・低透水性 

・自己シール性（膨潤性） 

[検討の概要] 

・文献調査に基づく概念検討 

[候補材料] 

  坑道掘削時に発生したズリをふるい分けた砂礫（4

～32mm） 

[要求性能] 

・処分場の内部エリア周辺に「ハイドロ・ケージ」を

形成する 

・内部構造及び坑道壁の支持 

・核種の収着性 

[検討の概要] 

・地下水流動解析によるジェネリックな閉鎖性能検討

  SFL3-5 のレイアウトを概略再現した 3 次元地下水

流動モデル（300×300×300m）を構築し，埋め戻し

材の透水係数が主要な処分空洞（SFL3，SFL5）を通

過する総流量に及ぼす影響を検討 

[候補材料]：以下の３つを選択肢として検討している 

・砕石とベントナイト混合の圧縮材料 

・天然の混合粘土 

・砕石＋止水プラグ（領域区分概念の場合） 

[要求性能] 

・低透水性 

・自己シール性（膨潤性） 

（ただし，領域区分概念の場合には止水プラグと併せ

た性能となる） 

・岩盤の支持性能（EDZ 拡張の防止） 

[検討の概要] 

・文献調査に基づく概念検討 

プラグ 

[候補材料] 

  コンクリート及びベントナイト 

[要求性能] 

・強度 

・低透水性 

・自己シール性（膨潤性） 

[設置位置] 

  緩衝材を設置した処分坑道の端部（孕み出し抑制），

アクセス施設下端（水理バリア），破砕帯や地層の

境界部（水理バリア） 

[検討の概要] 

・文献調査に基づく概念検討 

[候補材料] 

  コンクリート及びベントナイト 

[要求性能] 

・主要な処分空洞（SFL3，SFL5）を通過する総流量の

効率的な低減 

[設置位置] 

  主要な処分空洞（SFL3，SFL5）と周辺処分空洞（SFL4）

の連結部 

[検討の概要] 

・地下水流動解析によるジェネリックな閉鎖性能検討

  SFL3-5 のレイアウトを概略再現した 3 次元地下水

流動モデル（300×300×300m）を構築し，プラグの

有無が主要な処分空洞（SFL3，SFL5）を通過する総

流量に及ぼす影響を検討 

[候補材料] 

  コンクリート及びベントナイト 

[要求性能] 

・埋め戻し材の支持性 

・低透水性（主要な割れ目帯の隔離） 

・坑道及び EDZ に沿う主要な水みちの形成を防止する

性能 

  （領域区分概念） 

[設置位置] 

  処分坑道両端部，処分坑道を交差する割れ目帯，ア

クセス坑道 

[検討の概要] 

・文献調査に基づく概念検討 
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(1) 埋め戻しに求められる要件 

 埋め戻しに求められる要件は，「処分坑道に残る空間や主要坑道，連絡坑道，アクセス施設等の

空洞部を充填することにより可能な限り元の状態に戻し，空洞部が地下の水理機構に与える影響

を無くすこと」である（JNC，1999）。すなわち，掘削された低透水性の岩盤部を水理機構の観点

から元の状態に戻すことであり，埋め戻し材には次に挙げる性能が求められる。 

・低透水性 

・自己シール性 

 このうち，低透水性は，空洞部の水理機構を極力元の状態に戻すとの観点から設定される性能

であり，母岩相当の透水性が要求される。また，自己シール性は，低透水性と関連し，埋め戻し

材が空洞内を均一に閉鎖し，空洞上部に自重による圧密等を原因とする隙間を生じないことを支

持する項目である。さらに，これらの性能は安全確保から必要となる期間担保されるべき性能で

ある。 

 

 

(2) プラグに求められる要件 

 プラグに求められる要件は，「緩衝材や埋め戻し材などの地下空間における充填物が周辺岩盤

と十分適合するまで，充填物の移動・流出（膨潤によるはらみ出し）を防護する機能や，空洞周

辺の EDZ が地下水の卓越流路になることを防止すること」である（JNC,1999）。これらの要件を満

足するため，プラグには次に挙げる性能が求められる。 

・強度 

・低透水性 

・自己シール性 

 このうち，強度は，地下空間における充填物の移動・流出を防護するとの観点から設定される

性能であり，たとえば，充填材としてベントナイト含有材料を用いた場合，その膨潤特性を考慮

したはらみ出しを防護する強度特性が要求される。 

 また，低透水性は，EDZ が地下水の卓越流路になることを防止するとの観点から設定される性

能である。ここで，EDZ とは，空洞掘削時の発破等による周辺岩盤の直接的損傷や坑道掘削によ

り坑道周辺岩盤内に生ずる再配分応力による岩盤の塑性変形であり，その範囲や特性（とくに水

理特性）は，母岩の力学特性（処分深度に影響される初期応力も含む），水理特性や掘削する坑道

形状や大きさ，掘削工法により異なることに留意が必要である。なお，プラグの低透水性の要求

レベルは明確ではないが，母岩相当の透水性以下が求められる。 

 自己シール性とは，埋め戻しと同様に，プラグ材が空洞を均一に閉鎖し，たとえば，空洞上部

に自重による圧密等を原因とする隙間を生じさせないことが要求される。 

 

 

(3) グラウトについて 

 グラウトは，「空洞周辺の亀裂や空洞建設時に発生した EDZ の透水性を周辺岩盤と同程度に回

復させることやプラグ設置地点周辺の岩盤補強等」が目的となる（JNC,1999）。 
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・強度 

・低透水性 

このうち，強度は，プラグ設置地点周辺の岩盤補強の観点から設定される要求性能である。また， 

低透水性は，空洞周辺の亀裂や EDZ の透水性を周辺岩盤と同程度に回復させるとの観点から設定

される性能である。 

 

 

3. 埋め戻し材の設計 

埋め戻し材は，坑道内部の空間を埋める材料であり，核種移行の支配経路となる可能性のある

部位に対しては，低透水性，自己シール性を有する材料が求められる。さらに，処分坑道の埋め

戻し材については，隣接する人工バリアへの影響も考慮する必要がある。 

埋め戻しに適用される材料には，ベントナイト系材料とセメント系材料がある。ベントナイト

系材料はセメント系材料に比べ，低透水性と膨潤による自己シール性に優れた材料であるが，施

工性や経済性に劣る特徴を有する。 

埋め戻しが必要な部位として，アクセス坑道，連絡坑道，主要坑道及び処分坑道がある。この

うち，アクセス坑道，連絡坑道，主要坑道，廃棄体グループ 1，2 の処分坑道については，低透水

性，自己シール性が求められるため，これらの性能が優れたベントナイト系材料が適する。一方

で，グループ 3，4 の処分坑道については，低透水性，自己シール性を与えない場合でも安全評価

上有意な影響が想定されないこと及びベントナイト変質の懸念が無いことから，施工性，経済性

に優れたセメント系材料を用いることが合理的である。埋め戻し材の施工対象部位と候補材料を

表-2 に整理した。 

 

 

表-2 埋め戻し材の施工対象部位と候補材料 

対象部位 必要な機能／考慮事項 主な候補材料 

アクセス坑道 低透水性，自己シール性 ベントナイト系材料 

連絡坑道 低透水性，自己シール性 ベントナイト系材料 

主要坑道 低透水性，自己シール性 ベントナイト系材料 

廃棄体ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1,2 
低透水性，自己シール性 

人工バリア相互影響 
ベントナイト系材料 

処分坑道 

廃棄体ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3,4 人工バリア相互影響 セメント系材料 

 

 

次に，ベントナイト系材料の埋め戻し材の仕様について述べる。核種移行の支配経路形成防止

の観点から埋め戻し材に周辺岩盤相当の低透水性を持たせるものとした。3.2.1.2 で整理した緩

衝材設計に用いたデータに基づき設計した埋め戻し材の仕様例を表-3 に示した。 
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表-3 ベントナイト系材料の埋め戻し材仕様例 

項目 仕様 

透水係数(m/s) 1.0×10-10m/s 以下(母岩と同等の水理性能) 

有効粘土密度 (Mg/m
3) 1.2Mg/m3以上（海水系） 

材料仕様例 

①ベントナイト・ケイ砂混合材料(1:1) 

 乾燥密度 1.65Mg/m3以上 

②粒状ベントナイト（クニゲルV1破砕原鉱石） 

 乾燥密度 1.2Mg/m3以上 

 

 

有効粘土密度と透水係数の関係を図-2 に示す。これらのデータから，母岩と同等の水理性能を

担保するため透水係数 1.0×10-10m/s 以下を満足するには，埋め戻し材の有効粘土密度 1.2Mg/m3

以上（海水系地下水）を確保する必要がある。 

材料仕様のうち，①のベントナイト・ケイ砂混合材料(1:1)の乾燥密度 1.65Mg/m3 については，

緩衝材の透水係数について有効粘土密度 eρ （Mg/m3）を指標として推定した式(1)より算定した。

また，②の粒状ベントナイト 1.2Mg/m3については，表-4 に示した各種の材料を対象に実施した最

小密度試験の実施結果（原子力環境整備促進・資金管理センター,2005）における Granulate 単体

の値を参照した。 

 

                               ･･･(1) 

 

ここに， 

dρ ：乾燥密度（Mg/m3） 

sρ ：ケイ砂の土粒子密度（Mg/m3） 

Rs：ケイ砂混合率（%） 
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図-2 埋め戻し材仕様決定に用いた有効粘土密度と透水係数の関係（降水系，海水系） 
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表-4 最小密度試験結果 

試料 湿潤密度 乾燥密度

Mg/m3 Mg/m3

Tablet単体 - 0.986 0.924
Granulate単体 - 1.302 1.201
Tablet + Granulate 2 : 8 1.289 1.198

5 : 5 1.202 1.122
6 : 4 1.265 1.179
7 : 3 1.161 1.083
8 : 2 1.102 1.029

Tablet + ケイ砂７号 7 : 3 1.269 1.211
Tablet + クニゲルV1 7 : 3 1.204 1.128

8 : 2 1.190 1.116
9 : 1 1.094 1.026

Granulate + ケイ砂７号 7 : 3 1.366 1.293
Granulate + クニゲルV1 7 : 3 1.174 1.090

8 : 2 1.266 1.176
9 : 1 1.322 1.223

比率 備考

 

 

 

なお，セメント系材料の埋め戻し材については，一般的なコンクリートが使用できるものと考

えられる。 
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4. プラグの設計 

プラグは，EDZ 等が連続することで形成される核種移行の支配経路の分断を目的とした水理プ

ラグ及び緩衝材の膨潤に伴う移動・流出の防止を目的として設置される力学プラグに分類される。 

水理プラグについては，機能として低透水性，自己シール性が要求される。核種移行の支配経

路を確実に分断する必要があることから，ここでは緩衝材と同等の性能を与えるものとした。水

理プラグの仕様例を表-5 に示した。なお，仕様算定は，前章と同様な考え方に従っている。 

力学プラグについては，緩衝材等の膨潤により発生する圧力（数 MPa）を支持する機能が必要

とはなるが，材料としてコンクリートが利用できることから，一般のコンクリート構造物と同様

の強度設計を行うことで対応可能である。 

 

表-5 水理プラグの仕様例 

項目 仕様 

透水係数(m/s) 1.0×10-11m/s 以下(緩衝材と同等の水理性能) 

有効粘土密度 (Mg/m
3) 1.42Mg/m3以上（海水系） 

材料仕様例 

①ベントナイト・ケイ砂混合材料(8:2) 

 乾燥密度 1.60Mg/m3以上 

②粒状ベントナイト（クニゲルV1破砕原鉱石） 

 乾燥密度 1.45Mg/m3以上 

 

 

5. TRU 廃棄物処分施設の閉鎖概念 

(1) 施工位置に関する検討 

 ここでは，3 次元地下水流動解析によりプラグの有無や埋め戻し材の透水係数等をパラメータ

とした感度解析を実施した結果を取りまとめ，その結果から TRU 廃棄物処分場の埋め戻し及びプ

ラグ材に関する経済的かつ合理的なオプションの成立性を検討した結果を報告する（武内ほか，

2005）。 

 

a. 解析モデル 

図-3 は，TRU 廃棄物処分坑道の規模を，ほぼ実寸で再現した２本の処分坑道と周辺の連絡坑道

を中央にモデル化し，周辺全体の解析領域は境界条件の影響のないところまで広げるものとして，

結果的に 500m ×500m ×500m とした 3次元地下水流動解析モデルである。細部のモデル化は，図

-4 に示すように，処分坑道上部の埋め戻しと坑道端部プラグを想定し，その部分の透水係数を変

更できるようにした。また，EDZ については，壁面から 0.5m を EDZ-1 として発破損傷領域，その

外側 4.5m を EDZ-2 として応力再配分領域とした。 

地下水の巨視的な流動方向は，処分坑道の軸方向に対して直向，平行，及び 45 度の 3 種類を解

析ケースで考慮した。これは，本来，地点が決められレイアウトが設定されれば固定できる要因

であるが，ここではその影響を把握するためパラメータとして扱った。 
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図-3 地下水流動解析モデル図と地下水流向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 処分坑道及び端部の構造断面図 

 

 

b. 解析パラメータ 

本研究で設定した地下水流動解析用のパラメータを表-6 にまとめた。固定したパラメータとし

ては，岩盤，EDZ，及び緩衝材とその内部の透水係数であり，変化させたパラメータは埋め戻し材

の透水係数，プラグの有無，及び地下水流向である。 

 

表-6 本研究の解析用パラメータ 

項  目 材料特性パラメータ 

岩盤特性 透水係数：10-9 m/s，動水勾配：0.01 

掘削影響領域

（EDZ) 

[EDZ1] 透水係数：10-7 m/s，領域幅：0.5m 

[EDZ2] 透水係数：10-8 m/s，領域幅：4.5m 

埋め戻し材 透水係数：10-5～10-9 m/s  

水理プラグ 透水係数：3 ×10-11 m/s，延長：5.0m 

力学プラグ 透水係数：10-5 m/s 

緩 衝 材 透水係数：3×10-11 m/s 

構造躯体と 

廃棄体層 
透水係数：10-5 m/s 

 

  

埋め戻し材 

構造躯体 

緩衝材 

EDZ2 

強度プラグ 

水理プラグ 

EDZ1 

500m 

500m 

軸平行 

軸 45 度 

軸直向 

500m 
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c. 解析ケース 

表-7 は本研究で実施した地下水流動解析ケースの一覧表である。同表にある通り，解析ケース

設定の基本的な考え方として，埋め戻しの透水係数が母岩相当でプラグなしの 3 ケースを基本ケ

ースとして，埋め戻しの透水係数とプラグの有無をパラメータとしてケース展開したものである。

なお，要件なしとした 10-5m/s の透水係数は，砂もしくは劣化したコンクリートを想定したもの

である。 

 

表-7 地下水流動解析ケース一覧表 

解析ケース 
地下水 

の流向 

埋め戻し材の 

透 水 係 数 
プラグ 掘削影響領域 

C1 坑道軸直向 10-9 m/s(母岩相当) なし 

C2 坑道軸平行 10-9 m/s(母岩相当) なし 
基本 

ｹｰｽ 
C3 水平 45 度 10-9 m/s(母岩相当) なし 

C4 坑道軸直向 10-5m/s (要件なし) なし 

C5 坑道軸平行 10-5m/s (要件なし) なし 

C6 水平 45 度 10-5m/s (要件なし) なし 

C7 坑道軸直向 10-5m/s (要件なし) あり 

C8 坑道軸平行 10-5m/s (要件なし) あり 

C9 水平 45 度 10-5m/s (要件なし) あり 

C10 坑道軸直向 10-7m/s (要件低減) なし 

C11 坑道軸平行 10-7m/s (要件低減) なし 

発破損傷領域 

(EDZ1) 

幅:0.5m 

透水係数:10-7m/s 

 

応力再配分領域 

(EDZ2) 

幅:4.5m 

透水係数 10-8m/s 

 

 

d. 評価指標の考え方 

埋め戻し及びプラグの要件設定のための評価指標としては，予備的な安全評価の前提条件を満足

するという考え方のもと，具体的には，上記の基本ケースにおける地下水流速に対し，パラメー

タを変更したときの各ケースにおける流速との比較を実施する。前述のように，安全評価の前提

である拡散支配場の影響を考慮すると，緩衝材外側の地下水流速が重要な要因となる。本研究で

は，図-5 に示すように，上流側坑道の周辺 4ヶ所と下流側 1 ヶ所の合計 5 ヶ所を地下水流速の評

価参照点とし，処分坑道延長で分布する地下水流速の最大値をそのケースにおいて坑道周辺で発

生する最大流速として整理し，標準ケースに対する流速の増減を評価指標に設定した。 

 
EDZ

EDZ EDZ

埋め戻し 

埋め戻し

 

上流側坑道                   下流側坑道 

図-5 地下水流速の参照地点 
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e. 解析結果 

(a)  埋め戻しの透水係数とプラグの効果について 

ここでは，埋め戻しの透水係数とプラグの効果について考察するため，表-3 の基本ケース C1

～C3 に対し，C4～C9 の解析結果について比較検討することとした。図-6 は地下水流動解析結果

の典型的な一例として，処分坑道周辺の鉛直断面で表示した流速ベクトル分布図である。実際の

解析は 3 次元で実施しているが，同図における表示は流速ベクトルを 2 次元上に表現したもので

ある。 

図-7 は C1～C9 の解析ケースを比較するため，処分坑道軸の延長上にあるポイントにおいて得

られる参照点 5 ヶ所における地下水流速の最大値を，地下水流向別に取りまとめて比較した結果

である。 

 

 

図-6 処分坑道周辺の流速ベクトル出力図の一例 
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a) 処分坑道軸直向の場合 

埋め戻し材の透水係数を大きくしたケース C4 では，基本ケース C1 と比較して処分坑道端付近

における流速が大きく，中央部の流速が小さいという傾向が認められるが，平均的には基本ケー

スと大きな相違はない。一方，プラグを設置したケース C7 は，分布傾向としては C4 と類似して

いるが全体に流速の最大値が基本ケース C1 を下回っている。これにより，地下水流向が処分坑道

軸直向の場合には，プラグを設置することにより基本ケース C1 となる埋め戻しが母岩相当と比較

して止水性能が少し向上する傾向があると認められた。 

b) 処分坑道軸平行及び 45 度の場合 

埋め戻し材の透水性を大きくした場合 C5 又は C6 では，基本ケースより最大流速が１オーダー

程度大きくなっている。これから判断して，流向が軸平行または 45 度の場合には，埋め戻し材の

透水係数に水理的な要件がない状態と考えられる 10-5 m/s に設定した場合には，基本ケースとな

る母岩相当と比較して，止水性能が低下することが確認された。一方，プラグを設置したケース

である C8 または C9 では，いずれの地下水流向でも流速は基本ケースを上回るものの，C5 及び C6

(a)処分坑道軸直行

1.0E-12

1.0E-11

1.0E-10

1.0E-09

1.0E-08

0 50 100 150 200
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流
速

の
最

大
値

(m
/
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(b)処分坑道軸平行
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(c)処分坑道45度

1.0E-12

1.0E-11

1.0E-10
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図-7 埋め戻し材及びプラグ検討ケースにお

ける地下水流速の最大比較 

(C1～C9) 

C1 

C2 

C3 

C9 

C8 

C7 

C6 

C5 

C4 
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のケースに比べると低減効果が少しあることが確認できる。また，流速の低減はプラグ近傍の坑

道端部付近で大きく，処分坑道中央部では小さいことも認められた。 

上記 a)及び b)の考察から総合的に判断して，坑道軸平行及び 45 度流向の場合には，坑道端部

にプラグを適切に設置しても，埋め戻し材の要件がないと考えられる 10-5m/s では，基本ケース

である母岩相当と比較して，地下水流速が大きくなる傾向が認められた。したがって，プラグを

設置しても埋め戻しの要件を 10-5m/s まで緩和できるという可能性は見出せない。 

 

(b) 埋め戻しの要件を低減する効果について 

次に，埋め戻し材の透水性能を基本ケースである母岩相当から低減し，その透水係数を 10-7 m/s

とした場合について考察する。具体的には，解析ケース C10 と C11 の地下水流速の最大値を基本

ケースである C1 及び C2 と比較した結果を図-8 にまとめた。これらの図より，埋め戻し材の透水

性能を低減した状態 C10 及び C11 が，いずれの地下水流向の場合でも基本ケースの流速の最大値

を下回っており，要件を満足していることが確認できる。この考察結果から，従来要求されてい

た岩盤相当の透水係数である 10-9m/s に対して，1～2 オーダー程度透水係数を増加させた場合で

も，廃棄体層周辺の最大流速には大きな影響が生じないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 廃棄体層通過流量への感度について 

解析ケース C1～C9 それぞれにおける廃棄体層への地下水通過流量を比較した結果が図-9 であ

る。地下水通過流量は，地下水流向が処分坑道軸直向，平行及び 45 度のいずれの場合においても

同じ傾向の影響が確認できる。すなわち，埋め戻し材の透水係数を増加させた場合には，廃棄体

層通過流量はハイドロリックゲージ効果により減少する。とくに，地下水流向が軸平行および軸

45 度の場合にその傾向は顕著である。一方，プラグを設置した場合も廃棄体層通過流量は小さく

なるものの，その影響は埋め戻しの透水係数に比して小さい傾向が認められる。結果として，廃

棄体層通過流量の観点からは埋め戻し材の透水係数の増大は不利にはならない。 

(a)処分坑道軸直向
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(b)処分坑道軸平行
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図-8 埋め戻し材の性能検討ケースの流速の最大値比較 
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図-9 廃棄体層通過流量の比較（C1～C9） 

 

(2) 仕様の例示 

埋め戻し材及び水理プラグの設計については，低透水性及び自己シール性を考慮するプラグの

性能を単体として評価するのではなく，埋め戻し材とプラグの両方の性能を併せた「閉鎖システ

ム」として評価する取り組みがなされている。そこで，試設計では，埋め戻し材の水理性能のみ

に寄与した案（レファレンス案①）に加えて埋め戻し材とプラグの両方の水理性能を併せた案（レ

ファレンス案②）についてもその一例を提示する。閉鎖システムの概念検討を行うにあたっての

基本方針を表-8 に示す。 

主要な閉鎖部位である処分坑道及びアクセス坑道のプラグと埋め戻しについて一般的な閉鎖シ

ステムと考えられるレファレンス案①（表-9）と，要求性能の明確化（材料の経済合理化）に着

目したレファレンス案②（表-10）について検討する。現状の最新知見を踏まえた埋め戻し材及び

プラグ試設計にあたっての前提条件は以下の通りに設定する。 

 

(前提条件) 

・レファレンス案における埋め戻し材の透水係数は，レファレンス岩盤の等価透水係数

k=1.0×10-10m/s 以下に設定した。 

・水理プラグの要求仕様についても上記の知見に従い，緩衝材と同等の水理性能を有す

ることとし，透水係数の設計目標値を k=1.0×10-11m/s 以下に設定した。 

・ベントナイト系材料の仕様設定（ケイ砂混合率，密度等）にあたっては，人工バリア

試設計と同様に第2次TRUレポートの3.2.2.2(3)のベントナイト物性データに従った。 

・振動ローラによる締固め施工が不可能な埋め戻し部上部区間については，レファレン

ス案①，②を問わずスクリューフィーダを用いて粒状ベントナイトによる埋め戻しを

行う計画とする。 
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表-8 閉鎖システムの検討における基本方針 

ケース 基本条件 

レファレンス案①
埋め戻し及びプラグに関する従来の知見を参考に設定した。原則と

して，埋め戻し材が安全評価に資するものとする。 

レファレンス案②

プラグの性能と併せた閉鎖システムとして埋め戻し材料の要求性

能を明確化することにより，材料の経済合理化を図ることを目標と

する。 

 

表-9 処分坑道上部の埋め戻し材及びプラグの仕様(レファレンス案①) 

項 目 埋め戻し材 プラグ 

透水係数   k (m/s) 
1.0×10-10m/s 以下 

(母岩と同等の水理性能) 

1.0×10-11m/s 以下 

(緩衝材と同等の水理性能)

有効粘土密度 ρ (Mg/m
3) 1.2Mg/m3以上(締固め材) 1.42Mg/m3以上(締固め材) 

乾燥密度   ρd(Mg/m
3) 1.65Mg/m3以上(締固め材) 1.6Mg/m3以上(締固め材) 

候補材料の配合例 

①ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材 

(振動ﾛｰﾗによる施工) 

(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 50%，ケイ砂50%)*1)

②粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(単体) *3) 

(ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞによる施工) 

①ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材 

(振動ﾛｰﾗによる施工) 

(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 70%，ケイ砂30%)*2)

②粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(単体) *3) 

(ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞによる施工) 

*1)共同作業チーム（2000）による。 

*2)JNC（1999）による。                  

          *3) 原子力環境整備促進・資金管理センター（2005）による。           

       

表-10 処分坑道上部の埋め戻し材及びプラグの仕様(レファレンス案②) 

項 目 埋め戻し材 プラグ 

透水係数   ｋ (m/s) 
1.0×10-8m/s 以下 

(母岩より 2 ｵｰﾀﾞｰ緩和) 

1.0×10-11m/s 以下 

(緩衝材と同等の水理性能)

有効粘土密度 ρ (Mg/m
3) 0.6Mg/m3以上(締固め材) 1.42Mg/m3以上(締固め材) 

乾燥密度   ρd(Mg/m
3) 1.8Mg/m3以上(締固め材) 1.6Mg/m3以上(締固め材) 

候補材料の配合例 

①ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材 

(振動ﾛｰﾗによる施工) 

(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合率 15％) *1) 

②粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(単体)  

(ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞによる施工) 

①ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材 

(振動ﾛｰﾗによる施工) 

(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 70%，ケイ砂 30%)

②粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ(単体)  

(ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞによる施工) 

*1) 原子力環境整備センター（1996）による。 

                 

 

表-11 及び表-12 に各ケースにおいて透水係数の設計目標値により設定した埋め戻し及びプラ

グの仕様を示す。ここで示した材料の仕様は，透水係数に着目した配合の一例であり，ベントナ

イト混合率等他のパラメータも含めた設計を行った場合には，異なる材料配合となることに留意

する必要がある。 
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表-11 TRU 廃棄物処分閉鎖技術案（処分坑道部） 

 レファレンス案① レファレンス案② 

構
造
一
般
図 

EDZ境界線

緩衝材
構造躯体
充填モルタル

EDZ境界線

幌型断面

EDZ境界線

EDZ境界線

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

円形断面

粒状ベントナイト

粒状ベントナイト

粒状ベントナイト

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｹｲ砂混合材料
廃棄体

廃棄体

埋め戻し材

緩衝材

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｹｲ砂混合材料

コンクリート

コンクリート

粒状ベントナイト

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｹｲ砂混合材料

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｹｲ砂混合材料

EDZ境界線

緩衝材
構造躯体
充填モルタル

EDZ境界線

幌型断面

EDZ境界線

EDZ境界線

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

円形断面

粒状ベントナイト

粒状ベントナイト

粒状ベントナイト

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｹｲ砂混合材料
廃棄体

廃棄体

埋め戻し材

緩衝材

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｹｲ砂混合材料

コンクリート

コンクリート

粒状ベントナイト

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｹｲ砂混合材料

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｹｲ砂混合材料

特
徴 

レファレンス案①は，埋め戻しと処分坑道両端部に

プラグを設置する閉鎖システムである。閉鎖が，処

分坑道に廃棄体を定置後，地質環境を極力元の状態

に戻すことを目的とすることから，埋め戻し材の要

求性能は母岩相当（たとえば 1.0×10-10m/s 以下）に

設定している。また，水理プラグは坑道周囲に連続

する EDZ を遮断するために設置する。 

レファレンス案②は，閉鎖システムの要求性能のう

ち，低透水性にのみ着目して設定する。 

処分坑道両端部プラグと埋め戻し材の水理性能とを

併せた閉鎖システムとすることにより，埋め戻し材の

要求性能（透水係数）をレファレンス案①の母岩相当

から緩和させること（たとえば 1.0×10-8m/s 以下）が

可能である。 

 

表-12 TRU 廃棄物処分閉鎖技術案（アクセス坑道部） 

 レファレンス案① レファレンス案② 

構
造
一
般
図 

 
 

特
徴 

レファレンス案①は，埋め戻し材と一定間隔ご

とにプラグを設置する閉鎖システムである。プラ

グは立坑周面に連続する EDZ を遮断するために切

欠きを設けて設置している。したがって，左に示

す処分坑道閉鎖システム基本案と同様に，埋め戻

し材の要求性能は母岩相当に設定している。 

 

 

レファレンス案②は，基本案が立坑全長にわたっ

て等間隔に水理プラグ区間（切欠き部）を 3 区間設

置する閉鎖システムであるのに対して，処分パネル

から高さ 100m の範囲に集中して等間隔に水理プラ

グ区間を設置して，それより上部は埋め戻し材で埋

め戻す閉鎖システムである。 

本閉鎖システムの適用により物質移動及び地下

水流動の観点から適切な位置に水理プラグ区間を

設けることにより，埋め戻し材の要求性能（透水係

数）をレファレンス案の母岩相当から緩和させるこ

とが可能である。 

 

6. 結論 

水理プラグ ：高圧縮ベントナイトブロック等(5 個/本） 
埋め戻し  ：k=1.00E-06m/s 

地表面

覆工コンクリート 

EDZ 境界線 

切欠き

EDZ 境界線 

覆工コンクリート 

水理プラグ ：高圧縮ベントナイトブロック等(3 個/本）

埋め戻し  ：k=1.00E-10m/s(母岩相当） 

覆工コンクリート 

切欠き 
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本根拠書は，第 2 次 TRU レポート 3.2.2.3 埋め戻し及びプラグの設計 において整理された

「埋め戻し材の材料の選定」「プラグの設計」「TRU 廃棄物処分施設の閉鎖概念」の内容の根拠と

なる知見について詳説したもので，「埋め戻し及びプラグに求められる要件」「埋め戻し材の設計」

「プラグの設計」「TRU 廃棄物処分施設の閉鎖概念」の各章より構成した。具体的には，海外にお

ける埋め戻し材及びプラグに関する検討事例や，試験結果データに基づいた仕様に求められる要

件についての整理，地下水流動解析を用いた設計仕様についての検討例，及びこれらの知見を反

映して作成された埋め戻し及びプラグの具体的な TRU 廃棄物処分閉鎖のレファレンス 2 案などを

記述した。 

埋め戻し及びプラグについては，その物量が大量となるため，安全性を確保した上で，合理的

な仕様や配置等について今後も研究開発を進めていく必要がある。 

 

 

 

 



 

 17

参考文献 

 

原子力環境整備促進・資金管理センター(2005)：平成 16 年度 地層処分技術調査等 遠隔操作技

術高度化調査報告書 (2/2) 

共同作業チーム (2000)：ＴＲＵ廃棄物処分概念検討書，JNC－TY1400-2000-001 

核燃料サイクル開発機構 (1999)：我が国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性

－地層処分研究開発第２次とりまとめ，JNC TN1400 99－020，021，022，023 

武内邦文，正本美佳，田中達也，増田良一，稲継成文，金谷賢生（2004）：放射性廃棄物処分場の

プラグおよび埋め戻し要件に関する研究，第 34 回岩盤力学に関するシンポジウム 

原子力環境整備センター(2000)：平成 10 年度 放射性廃棄物処分高度化システム確証試験報告書 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


