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3-14 緩衝材材料調査及び施工技術検討（3.4.2.2(6)） 

 

1. はじめに 

第 2次 TRU レポートにおいては，3.4.2.2(6) 緩衝材の施工において，幌型，円形の２種類の空洞

形状に対する実現可能な緩衝材の施工方法を提示した。緩衝材の施工は，原位置締固め方式とブロッ

ク定置方式に分類され，現場締固めは衝撃式，振動式，圧縮式に分かれる。現在までにそれぞれの施

工法について国や電力による研究開発が進められている。本根拠書では，施工法の検討に先立ち実施

した現状の緩衝材施工技術及び施工と密接に関係する緩衝材材料の調査の結果及び構築した緩衝材施

工方法のより詳細な施工手順・技術を示す。 

 

2.  緩衝材の施工方法の分類 

緩衝材の施工は，H12 レポートに示されるように，原位置締固め方式とブロック定置方式に分類さ

れる。現場締固めは層内への作用の分類に従い衝撃式，振動式，圧縮式に分かれる。また，目標密度

が小さいとき圧縮空気での吹き付けや自然落下という締固め以外の工法も適用可能である。本章で検

討する緩衝材の施工方法を分類すると次のようになる（表-1）。 

・原位置方式；衝撃式，振動式，圧縮式，吹付け式，重力落下式 

・ブロック定置方式；大型ブロックの定置，プレアセンブル方式，小型ブロックの人力定置 

 

表-1 緩衝材の施工方法の分類 
概念 原理 機器・装置の例

原位置方式

衝撃式

重量物を落下あるい
は加速し、その衝撃で
緩衝材を圧縮する
(1打撃ｴﾈﾙｷﾞｰ0.05Ec
以上が可能)

重錘落下、ランマ
エアハンマ
油圧アキュムレータ

振動式
振動板を緩衝材に押
し当て圧縮する

振動コンパクタ
振動ローラ
油圧バイブロ

圧縮式
油圧や機器の自重で
緩衝材を一面から圧
縮する

鋼製輪ローラ
マカダムローラ
油圧圧縮装置

吹付け式
圧縮空気で材料を吹
付ける

アリバーなど
乾式、湿式吹付け

重力落下式
粒状ベントナイトの
自然落下充填

バケットとシュート

ブロック定置方式

大型ブロックの
定置

大型ブロックをフォー
クリフトなどで定置す
る

フォークリフト
真空吸着など

プレアセンブル
方式

小型ブロックを地上で
一体化し大型ブロック
と同様の定置を行う

フォークリフト
クレーン吊りなど

小型ブロックの
人力定置

小型ブロックを人力で
ひとつずつ積み上げる

荷
重

時間

落下

↓↓↓↓

荷
重

時間

振動
荷
重

時間

プレス

↓

自然落下
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3.  緩衝材材料の調査 

H12レポート(核燃料サイクル開発機構，1999a)では国内外のベントナイト製品を比較した結果，ク

ニゲルV1を標準的材料として研究成果がまとめられている。その後，施工性や経済性向上の観点から

ベントナイト原鉱石の破砕製品や造粒ベントナイトが提案され開発が進められている。緩衝材の施工

は用いる材料と密接に関係するため，既往のクニゲルV1以外でも，ＴＲＵ廃棄物処分で候補となりう

る「ベントナイト原鉱石」と「ベントナイトペレット」について概説する。 

 

(1) ベントナイト原鉱石破砕品 

余裕深度処分の分野では，粒度調整を行った月布産7種類，ワイオミング産5種類，計12種類のベ

ントナイト原鉱（図-1，2）を対象に，締固め試験，メチレンブルー吸着量測定など実施している。そ

の結果，粉末材料に比べ原鉱石の方が締固め性に優れること，ワイオミング産の材料に比べ月布産の

材料の方が締固め性に優れることを示し（雨宮ほか，2003），粒度調整した原鉱石の低透水性バリアへ

の採用の可能性を明らかにした。ＴＲＵ処分においても現場締固めの施工効率の向上，振動式や重力

充填といった簡易な施工法の採用，そして経済性の向上を考えたときに有望な材料となる。 

 

(2) ベントナイトペレット 

ペレットの製作は薬品や化学などの分野で行われ，図-3 (核燃料サイクル開発機構，2003)に示すよ

うにブリケッティング法，押出し造粒法，ロールプレス法，打撃法，解砕造粒法及び CIP 法などの多

くの製作技術が実用化されている。ベントナイトのペレットは，緩衝材ブロックと岩盤の隙間充填の

ためにスウェーデンＳＫＢで検討され，わが国でも（財）原子力環境整備促進・資金管理センター（以

下，原環センターという）などが検討を進めている。ベントナイトペレットの試作は，ブリケッティ

ング法，打錠法，解砕造粒法及び CIP 法によって実施されている（図-4）。原環センターの研究では，

ベントナイトペレットの自然充填時の密度は1.0～1.2Mg/m3と報告されている(原環センター，2002)。

また，透水係数はクニゲルV1で取得された既往のデータと一致し，単位体積あたりのベントナイト量

が同じであれば，ベントナイトペレットの透水性は締固めたベントナイトと同等であることが示され

ている(菊池ほか，2002)。また CIP 法は，材料（粒）の乾燥密度として 2.25Mg/m3の比較的高い密度

で製造可能であり，重力充填で乾燥密度 1.6Mg/m3 以上の高密度を得る可能性が示されている(和田ほ

か，2002)。 

原鉱石破砕品も含めた粒状ベントナイトを緩衝材として用いる場合，熱拡散性の悪さが懸念される。

そのため，処分場の温度変遷について熱伝導解析を行った概略評価の結果(原子力環境整備促進・資金

管理センター，2002) ，粒状ベントナイトを側部緩衝材のみに使用した場合には廃棄体中心温度は約

80℃と緩衝材ブロックを用いた場合と約 3℃異なる程度であり，粒状ベントナイトの採用は十分可能

であるという知見が得られている。 
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図-1 ベントナイト原鉱石破砕品の粒度分布 

 

 

図-2クニゲル原鉱石破砕品の締固め曲線 
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図-3 代表的なペレット製造方法 

 

       

 

図-4 ペレットの試作（左；ブリケッティング方式Tablet型，右；ＣＩＰ方式） 
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4. 施工法の調査 

(1)  原位置方式 

a.  衝撃式 

衝撃式施工法はもっとも締固め能力に優れる施工法として土工事に実績がある。特に，重錘落下工

法では，重錘重量と落下高さ及び落下回数の調整によって大きな締固めエネルギーを緩衝材に与える

ことが可能となる。衝撃式の締固めでは，単位（１打撃あたり）締固めエネルギーの増大によって

終の到達密度は増大する試験結果が示されている（図-5）（増田ほか，2004）。 

衝撃式の原位置締固め機械には，重錘落下，ランマ，空圧/油圧ハンマがある。 
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図-5 1撃あたり締固めエネルギーと最終乾燥密度 

 

b.  振動式 

振動式は，建設分野で広く採用されている振動ローラ，振動コンパクタや油圧バイブロといった「振

動系の機器」を用いた締固め工法である。これは，斜面への適用，土の締固めにおける実績の豊富さ，

周辺への衝撃の小ささなど優れた特長を持つが，重錘落下や静的プレスに比較しての締固めエネルギ

ーの小ささのため，緩衝材の製作・施工では十分な検討はなく，埋め戻し材の施工への適用検討にと

どまっていた。しかし，底部のような空間的にゆとりのある部位の施工においては大型重機の使用が

可能であるという観点から大型振動ローラによる締固め試験が余裕深度処分の分野で実施され，適用

の可能性が示されている。 

振動式の原位置締固め機械には，振動ローラ，振動コンパクタ，大型振動板機器がある。 

 

c.  圧縮式 

「振動機構のないローラ」が既往の機器では圧縮式に相当する。しかし，ローラの固めエネルギー

は小さく緩衝材の施工への適用性は低い。一方，大きな締固めエネルギーを現場で与えるために，静

的プレスによる施工概念が H12 レポートに示されている。ここで，1.6Mg/m3の緩衝材の締固めのため

には2MPa程度の圧力が必要となり，現場施工ではこれに対する反力の確保が問題となる。小断面トン

ネルではTMB推進に用いられる「グリッパ」による反力の取得が可能であるが(原子力環境整備促進・

資金管理センター，2001)，TRU緩衝材の施工においては反力の取得は困難であり，圧縮式現場施工法
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の採用は難しい。 

圧縮式の原位置締固め機械には，鋼製輪ローラがあり，概念設計段階であるが専用圧縮装置も示され

ている。 

 

d.  吹付け工法 

吹付け工法は湿式と乾式に分けられる。前者はあらかじめ水分を調整（添加）した材料を圧送しノ

ズルから噴出させるため，材料の水分が精度よく管理され 適な含水比で施工が可能となる。しかし，

含水によるベントナイトの粘性上昇のためホースやノズルの閉塞が問題となる。一方で乾式吹付けは，

含水比調整しない材料を圧送しノズル先端で噴出時に所定の水分量を加えるものである。これは，閉

塞の可能性は小さいが水分量の管理は難しくなる。核燃料サイクル開発機構はケイ砂30％混合クニゲ

ルV1を用い湿式で1.07～1.33Mg/m3 (杉田ほか，1995)，乾式で1.3Mg/m3 (杉田ほか，2002)の密度が

得られたことを報告している。TRU 緩衝材の施工においては，1.3Mg/m3 程度の要求のとき側部や上部

緩衝材の施工に適用できると考えられる。ただし，ブロック型や，転圧，重錘落下と比較すると，吹

付け後の密度のコントロールは難しく施工条件（吹付け圧，ノズルで添加する水分）の管理が要求さ

れる。 

 

e.  重力落下 

原鉱石破砕品やベントナイトペレットをシュートを通して落下充填する工法は，もっとも簡易な緩

衝材施工法である。スウェーデンＳＦＲのサイロでは側部ベントナイトの重力落下充填を実施してい

る。ベントナイトは，サイロ上部でサイロの周囲に沿って移動するビンから 6 インチホースで供給し

ている。ホースの先端は常にベントナイトの落下高さが1m以内となるようオペレーターが調整し，投

入されたベントナイトは表面を均すだけで転圧はしていない。施工後の平均乾燥密度は1.01Mg /m3で

0.95～1.09Mg/m3の範囲に分布している。わが国でも原環センターによって原鉱石破砕品の充填技術開

発が進められている(原子力環境整備促進・資金管理センター，2005)。20mm以下に粒度調整されたク

ニゲル V1 の原鉱石破砕品を用いて，実規模の充填試験が実施され充填後の緩衝材密度として

1.29Mg/m3 が得られている。また，2.25Mg/m3 の高い密度で製造することが可能な高密度のベントナイ

トペレットを用い，特別な締固め作用を与えず，あるいは振動式のような簡単な締固め作用だけで乾

燥密度1.6Mg/m3程度の緩衝材を施工するアイデアも示されている(和田ほか，2002)。 
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(2)  ブロック定置方式 

ベントナイトブロックの製作方法には，１方向プレス，上下方向からの同時プレス，CIP による静

水圧プレス，重錘落下による成型などがある。これまでに，1m立方のベントナイトブロックの製作実

績があり，大型ブロックの製作は可能である。一方で，ブロックのハンドリングと定置については，

以下に述べるように定置の概念や機器の概略が示されその実証が行われている。 

 

a. 大型ブロックの定置 

地上施設で製作，坑内に運搬された大型ブロックの定置では，フォークリフトの利用，真空吸着，

挟み込み式などが考えられる。TRU 緩衝材の施工においても側部，上部で高密度（乾燥密度 1.6Mg/m3

以上）の緩衝材が要求されるとき候補となる施工法である。 

 

b. プレアセンブル方式 

高レベル放射性廃棄物処分の分野では，廃棄体と緩衝材を一体化したプレアセンブル方式について，

外容器の材質や搬送・定置方法について具体的な検討が進められている(原子力環境整備促進・資金管

理センター，2004)。緩衝材の定置作業においてもブロックを一体化したユニットを積み重ねて作業の

効率化をはかることが可能である。ここで，アセンブル方式の外容器（ラック）が緩衝材や人工バリ

ア各部材の性能に対して物理的，化学的に有意な影響を与えないことが重要となる。 

 

c. 小型ブロックの人力定置 

第 1 次ＴＲＵレポートで側部に対し示された工法である。作業時間や作業員への負荷，経済性の面

で問題はあるが，他の工法の確立が困難なときや機械化が難しい狭隘部などに適用が可能である。 

 

以上概説した緩衝材の施工方法と特徴を整理し，表-2に示す。
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表-2 緩衝材の原位置における施工技術(1/4) 

 

凡例 ○：当該部位の施工に適する  △：当該部位の施工に適用可能  ×：当該部位の施工に適さない 

エア打撃式コンクリートはつり機を原鉱

石の締固めに適用し，1.6Mg/m3の乾燥密

度を得ている。 

また，油圧ハンマの採用によって高い締

固めエネルギーを与えることが可能とな

る。 

材料まき出し後の予備転圧に振動コンパ

クタを用い，クニゲル原鉱を 1.2～

1.3Mg/m3程度まで締固めている。 

重錘を所定の高さから落下させ位置エネ

ルギーを締固めエネルギーに変える。重

錘重量と落下高さ及び落下回数の調整に

よって大きな締固めエネルギーを緩衝材

に与えることが可能となる。 
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表-2 緩衝材の原位置における施工技術(2/4) 

 

凡例 ○：当該部位の施工に適する  △：当該部位の施工に適用可能  ×：当該部位の施工に適さない 

「振動機構のないローラ」が既往の重機

では圧縮式に相当する。しかし，エネル

ギーは小さく緩衝材の施工への適用性

は低い。高レベル放射性廃棄物の分野

ではトンネル内の一軸プレス機械が考

案されている。 

SFR では側部の重力落下充填を実施し，

目標乾燥密度は 0.95Mg/m3 以上である。

わが国では原環センターによって原鉱石

の充填技術開発が進められ 20mm 以下

の原鉱石破砕品を用い乾燥密度として

1.29Mg/m3が報告されている。 

ペレットは 2.25Mg/m3 の高密度まで製造

できる。粒径の異なる材料の混合によっ

て高密度の緩衝材を施工することが可能

である。 
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表-2 緩衝材の原位置における施工技術(3/4) 

 

凡例 ○：当該部位の施工に適する  △：当該部位の施工に適用可能  ×：当該部位の施工に適さない 

室内で 1m3ブロックの定置試験を実施し，ブ

ロックの乾燥密度が1.6Mg/m3以上の条件で

あれば，製作方式によらず把持に問題は無

いことが確認されている 

室内で 1m3ブロックの定置試験を実施し，ブ

ロックの乾燥密度が1.6Mg/m3以上の条件で

あれば，製作方式によらず把持に問題は無

いことが確認されている 

専用装置を設計製作し，室内で 1m3ブロック

の定置試験を実施し乾燥密度が 1.6Mg/m3

以上の条件であれば，製作方式によらず把

持に問題は無いことが確認されている 

室内で 1m3 ブロックの定置試験を実施し乾

燥密度が 1.8Mg/m3 程度であれば，把持に

可能であることが確認されている 



 

1
1

表-2 緩衝材の原位置における施工技術(4/4) 

 

凡例 ○：当該部位の施工に適する  △：当該部位の施工に適用可能  ×：当該部位の施工に適さない 

アイデア段階ではあるが定置作業は単純

であり実現可能と考えられている。 
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5. 各施工法の適用範囲の整理 

目標乾燥密度との関係で各施工法の適用可能な範囲を整理する。ブロック方式では工場でプレスさ

れるブロックの高密度化は可能であり，定置後の緩衝材密度は1.8Mg/m3程度の高密度まで達成できる。

一方，現場施工の場合，達成密度は施工法や材料の締固め性に強く依存する。 

表-3 に現場施工緩衝材の施工法，材料と達成密度の関係をまとめる。施工法としては，重力落下，

振動締固め，衝撃締固めを対象に，緩衝材材料としては，クニゲルV1，これにケイ砂を30％及び50％

添加した材料，クニゲル原鉱の破砕品，乾燥密度 1.9Mg/m3程度の普通ペレット，乾燥密度 2.25Mg/m3

の高密度ペレット，及び海外産MX-80原鉱石破砕品を対象とした。図-6には達成可能な乾燥密度のお

およその幅を実線で示し，これに対応する有効粘土密度を破線で示している。さらに，この有効粘土

密度から推定される降水系地下水での透水係数（核燃料サイクル開発機構,1999a），Ca 型化後の透水

係数（前田ほか,1998），海水系地下水での透水係数（核燃料サイクル開発機構,2003）を表の下の欄に

示している。 

また，緩衝材の性能目標値（有効粘土密度）とケイ砂混合率の関係に施工法の成立する範囲を重ね，

図-6に示す。ここから，施工可能性を考慮した緩衝材の配合は次のようになる。代替の仕様とは，側

部，頂部に用いることが可能な配合である。 

降水系地下水 

（レファレンス）密度；1.6Mg/m3，ケイ砂混合率Rs；30%，有効粘土密度；1.36Mg/m3 

（代替）密度；1.36Mg/m3，ケイ砂混合率Rs；0%，有効粘土密度；1.36Mg/m3 

海水系地下水 

（レファレンス）密度；1.6Mg/ m3，ケイ砂混合率Rs；20%，有効粘土密度；1.45Mg/ m3 

（代替）密度；1.45Mg/ m3，ケイ砂混合率Rs；0%，有効粘土密度；1.45Mg/ m3 

 

以上の既往の試験の整理結果をもとに，目標透水係数を満足するような現場締固め工法と材料の組

み合わせを検討すると次のようになる。 

 

①降水系地下水における透水係数10-11m/ｓ以下；（目標有効粘土密度0.5Mg/m3以上） 

・すべての工法で目標密度に緩衝材が施工できる。含水比調整しない材料の重力落下工法が も簡易

であり候補となる。 

②Ca型化した場合の透水係数10-11m/ｓ以下；（目標有効粘土密度1.34Mg/m3以上） 

・重力落下工法では，粒度調整をしたクニゲル原鉱を用いることで 1.34Mg/m3 に近い有効粘土密度を

得られる可能性がある。また，粒径の異なる高密度ペレット（乾燥密度2.25Mg/m3）を何種類か混合し，

これを落下充填する工法が適応できる。 

・振動締固めでは，クニゲル原鉱を50Hz程度で締固める工法が適用できる。この場合，含水比調整は

省略可能である。また，乾燥密度2.0Mg/m3程度の比較的生産性に優れる高密度ペレットを3種混合し

振動で締固める工法が適用可能となる。 

・衝撃締固めでは，クニゲルV1単体以外の材料（つまり，ケイ砂混合材料，クニゲル原鉱，MX原鉱）

を用いれば，目標乾燥密度を達成できる。 

③海水系地下水における透水係数x10-11m/s以下；（目標有効粘土密度1.42Mg/m3以上） 
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・重力落下工法では，Ca 型化の場合と同様，高密度ペレット（乾燥密度 2.25Mg/m3）を何種類か混合

し，これを落下充填する工法が適応できる。 

・振動締固めでは，含水比調整したクニゲル原鉱を振動ローラのような大型重機で締固める工法が適

用できる。また，Ca型化の場合と同様，乾燥密度2.0Mg/m3程度の高密度ペレットを3種混合し振動で

締固める工法が適用可能である。 

・衝撃締固めでは，ケイ砂 50％混合のクニゲル V1 では困難となり，ケイ砂 30％混合材料，クニゲル

原鉱及びMX原鉱を含水比調整し，現場施工することで目標密度が達成できる。 

 

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

有効粘土密度：ρc（Mg/m3）

乾
燥

密
度

：
ρ

d
（
M

g/
m

3
）

Rs 0%

Rs10%

Rs20%

Rs30%

Rs40%

Rs50%
Rs60%

Rs70%
Rs80%

Rs90%

降水系地下水の要件；有効粘土密度≧1.34Mg/m3

海水系地下水の要件；有効粘土密度≧1.42Mg/m3

Rs50%

Rs30%

重力落下工法で可能

振動締固め工法で可能

衝撃締固め工法で可能

ブロック工法で可能

底盤の要件

；乾燥密度≧1.6Mg/m3

 

注；ブロック工法の場合，施工継ぎ目のシールのために有効粘土密度1.58Mg/m3以上 

（ケイ砂30％のとき乾燥密度1.8Mg/m3以上）のブロックを用いるものとする。 

図-6 緩衝材の目標密度と施工法（クニゲルV1/ケイ砂混合の場合） 
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表-3 現場施工緩衝材の施工法と達成密度・透水係数の関係 

密度（Mg/m3) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

クニゲルV1

クニゲルV1+砂30%

クニゲルV1+砂50%

クニゲルV1
破砕原鉱石

ペレット
（乾燥密度1.9Mg/m3)

高密度ペレット
（乾燥密度2.25Mg/m

3
)

MX-80
破砕原鉱石

クニゲルV1

クニゲルV1+砂30%

クニゲルV1+砂50%

クニゲルV1
破砕原鉱石

ペレット
（乾燥密度1.9Mg/m

3
)

高密度ペレット
（乾燥密度2.00Mg/m

3
)

MX-80
破砕原鉱石

クニゲルV1

クニゲルV1+砂30%

クニゲルV1+砂50%

クニゲルV1
破砕原鉱石

ペレット
（乾燥密度1.9Mg/m

3
)

高密度ペレット
（乾燥密度2.25Mg/m

3
)

MX-80
破砕原鉱石

降水系透水係数
（m/s)

Ca型化透水係数
（m/s)

海水系透水係数
（m/s)

重
力
落
下
工
法

振
動
締
固
め
工
法

衝
撃
締
固
め
工
法

吹付

大型重機

２種粒径混合 ３種粒径混合単一粒径

乾燥密度2.0Mg/m3の3種粒径混合

吹付

事例なし

事例なし

事例なし

乾燥密度

有効粘土密度

10-11 10-12 10-13 10-14

10-13

10-13

10-12

10-1210-11

10-11

 

 引用データ            

(原子力環境整備促進・資金管理センター，2002)    (核燃料サイクル開発機構，1999a) 

(原子力環境整備促進・資金管理センター，2004)    (核燃料サイクル開発機構，1999b) 

(原子力環境整備促進・資金管理センター，2005)     (核燃料サイクル開発機構，2003) 

(和田ほか，2002)  (前田ほか，1998) 

(和田ほか，2004)  
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6. 緩衝材施工方法の検討 

(1) 合理的施工法 

従来，側部緩衝材の搬送方法として構造躯体側壁上部に設置したクレーンにより搬送する方法が想

定されてきた。安全性を踏まえた場合，構造仕様が厳しくなりうること，及び狭い作業空間では換気

や集塵による良好な作業環境の維持は困難であり，劣悪な作業環境の下，閉鎖された狭隘な空間にお

ける作業は作業員に多大なストレスを与えることが想定される。このため，搬送方法の現実性，狭隘

な空間における人力作業の安全性・現実性の観点で問題がある。これらの問題を鑑み，構造躯体の施

工との関係で緩衝材施工を容易にする可能性を以下に示す。 

 

同様な処分形態である低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分でも側部緩衝材の搬入･定置時に同様

な問題があり側部緩衝材を先行して定置し側壁をプレキャスト部材として躯体を構築する，側部緩衝

材と躯体側壁を同時に構築するなどの案が検討されている。部材をプレキャスト化することにより坑

道全面を使用して作業が可能となり施工環境上の問題が無くなる，かつコンクリートの現場打設がな

くなり緩衝材が水分を吸水し膨潤する事を防ぐことが可能となる。 

一方，緩衝材を先行して定置する場合9mの高さまで緩衝材を積み上げる必要があること，緩衝材の

みで自立させる必要があることが課題として挙げられる。 

側部緩衝材の定置方法として以下の２案などが考えられる。 

 

(a) プレキャスト部材分割施工 

側壁プレキャスト部材を高さ方向に３個程度に分割して作製する。プレキャスト部材の高さに応じ

て側部の緩衝材を積み上げる。積み上げた後プレキャスト部材を設置して緩衝材ブロックを保護し，

さらに緩衝材ブロックを次のプレキャスト部材を設置した場合の高さ程度まで積み上げる。同様にプ

レキャスト部材を設置するという作業を繰り返し緩衝材ブロックの定置と側壁の構築を交互に同時施

工する（図-7）。 

 

(b) 緩衝材ブロック及び粒状ベントナイトの併用 

側部緩衝材の下部を坑道中央部から定置する。緩衝材ブロックが崩れないよう安定が確保できる高

さまで積み上げる。次にプレキャスト部材で作製した構造躯体の側壁を施工する。緩衝材の上部は粒

状ベントナイトを充填する。 
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図-7 側部緩衝材定置方法 

 

(c) 構造躯体構築と底部・側部緩衝材定置の並行同時作業（堆積岩系岩盤の場合） 

坑道軸方向にある区間分割して，側部緩衝材の施工を底部緩衝材及び構造躯体側壁の構築と並行し

て同時に行うことにより側部緩衝材の搬送・定置に用いるクレーンを構造躯体側壁上部に設置する必

要が無くなり，構造躯体側壁への負荷が大幅に軽減される。 

底部・側部緩衝材，構造躯体の建設資材の搬送路としてインバートを利用することにより，側部緩

衝材の搬送・定置に用いるクレーンを構造躯体側壁上部に設置する必要が無くなり，かつ底部緩衝材

に負荷をかけずに構造躯体を構築，側部緩衝材の定置を行うことができ，緩衝材の破損や沈下等底部

緩衝材に与える影響を軽減できる。緩衝材は底部に用いるものと同様な大型の緩衝材ブロックを用い

ることにより作業の効率化と積み上げた場合の自立性が向上する。側部緩衝材の定置は坑道軸方向か

ら行うか，もしくは移動式定置架台を構造躯体底版に設置して側壁上部から行う方法などが考えられ

る。 

以下に概略の手順を示す。 

 坑道軸方向に部分的に底部緩衝材を定置した後，鋼部材を緩衝材定置部手前まで搬送する。 

 廃棄体を坑道方向に数個程度定置できる大きさに分割された鋼部材をインバートコンクリート

上で溶接接合する。 

 接合した鋼部材を建設機械により底部緩衝材上に設置する。 

 側部緩衝材を構築した構造躯体手前までインバートコンクリート上を利用して搬送する。 

 側部緩衝材を構築した構造躯体の側部に定置する。定置は坑道軸方向から行うか若しくは構造

躯体上を移動する定置台を設置して側壁上部より定置を行う。構造躯体が組み上げられてい

る範囲が部分的であるため，狭隘な空間が少なく作業環境の安全が図られる。なお，側部緩

衝材は自立を確保するため坑道軸方向に階段状に設置する。 

 上記，作業を繰り返し底部緩衝材定置，構造躯体建設，側部緩衝材定置を行う。 

側部緩衝材ブロック定置 側壁プレキャスト部材設置 粒状ベントナイト施工 

粒状ベントナイト 側壁プレキャスト部材 側壁緩衝材ブロック 
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(2)  緩衝材施工方法の例示 

ＴＲＵ緩衝材の施工検討は高密度の緩衝材の定置が可能なブロック型緩衝材と現場施工の緩衝材を

あわせ実施されることになる。本節での検討に基づき，グループ２廃棄物処分における幌方，円形の

ふたつの空洞形状に対する実現可能な緩衝材の施工方法を課題とあわせ表-4～6 に示す。表中には，

底部，側部，頂部の３ケ所について，現状の施工試験等の知見から実現性が高いと考えられる複数の

施工方法が示されている。また，前項で述べたように側部緩衝材については，構造躯体の構築との関

わりが強いため，「緩衝材・躯体並行」「躯体先行」「廃棄体先行」の３つの場合について適用可能な施

工法を示した。なお，これらは施工方法の一例であり，今後の処分サイトに関する情報の詳細化に伴

い明らかとなる掘削可能な坑道形状，要求される緩衝材仕様を考慮し，合理的な施工方法を検討する

必要がある。



 

1
8

表-4 幌型空洞における緩衝材の施工方法と課題；（下線付きは現状技術の延長上で，おおむね実証されている施工法，・は課題） 

 



 

1
9

表-5 円形空洞における緩衝材の施工方法と課題；（下線付きは現状技術の延長上で，おおむね実証されている施工法，・は課題） 

 



 

2
0

表-6 円形空洞（側部埋め戻しがコンクリート）における緩衝材の施工方法と課題；（下線付きは現状技術の延長上で，おおむね実証されている施工法，・は課題）
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7. 結論 

本章では，放射性廃棄物処分分野における緩衝材の製作/施工技術開発の知見を整理し，ＴＲＵ処分

での緩衝材に適用可能な施工法を提示した。緩衝材の施工法には，原位置締固め方式（衝撃式，振動

式，圧縮式）とブロック定置方式があり，原位置締固め方式は衝撃式，振動式，圧縮式，吹付け式，

重力落下式に区分される。また，緩衝材材料については，粉体のベントナイトにケイ砂を混合した材

料がレファレンスとして研究されてきたが，ベントナイトに砕石を混合することによって強度や経済

性の向上をはかる，あるいは粒状のベントナイトを用いることによって締固め性や施工性を高めるな

どのアイデアがあり，近年緩衝材材料についても研究が進んでいる。そこで本章では，ベントナイト

原鉱石の破砕品とベントナイトペレットについて締固め性や施工性を中心に整理した。そして，それ

ぞれの施工法について，緩衝材が施工される各部位（底部，側部，頂部）への適用可能性を検討し，

グループ２廃棄物処分における幌方と円形のふたつの空洞形状に対する実現可能な緩衝材の施工法を

今後の課題とあわせ例示した。 
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