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3-18 閉鎖技術に関する検討（3.4.4） 

 

1. はじめに 

第 2次 TRU レポートでは，3.4.4 閉鎖において，埋め戻し材，プラグ及びグラウトの施工技術

について検討（施工方法の提示，施工位置の分類，想定施工例）を行い，既存技術の適用性につ

いて評価した。また，埋め戻し材の施工では，ベントナイト系材料の埋め戻し方法の特徴などを

整理するとともに，埋め戻しが必要となる処分坑道上部，主要坑道，連絡坑道，アクセス坑道に

対し，各埋め戻し方法の適用性について検討し，一部の施工方法について例示した。プラグ及び

グラウトの施工については，求められる性能を整理し，その性能に応じたグラウト材料の検討を

行った。 

本根拠資料では，閉鎖技術を構成する埋め戻し，プラグ及びグラウトの施工技術に関連する知

見を整理するとともに，施工技術選択の具体的な判断根拠を記述する。 

 

2. 埋め戻し材の施工 

(1) 埋め戻し材の施工方法の整理 

埋め戻し材に適用が可能な材料として，ベントナイト系材料及びセメント系材料が挙げられる。

第 2次 TRU レポート 3.2.2.3 では，各施工対象部位に対して候補材料を表-1 のように適用するこ

とが示されている。また，ベントナイト系材料の仕様が表-2 のように例示されている。 

このうち，ベントナイト系材料を用いた施工方法には，吹き込みによる方法，現場締固めによ

る方法及びベントナイトブロックによる方法が考えられる。ここで，各方法の概要，技術の現状

及び課題などを表-3 に整理した。また，各施工方法における達成密度を表-4 に整理した。施工対

象部位における空間的制約を踏まえ，これらの施工方法を適切に組み合せて坑道の埋め戻しを行

っていくことになる。 

 

表-1 埋め戻しを実施する施工位置の分類 

施工位置の分類 主な候補材料 

廃棄体グループ 1及び 2 ベントナイト系材料 
処分坑道 

廃棄体グループ 3及び 4 セメント系材料 

主要・連絡坑道 ベントナイト系材料 

アクセス 

坑道 
立坑及び斜坑 ベントナイト系材料 
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表-2 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 

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 
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表-3 ベントナイト系材料による埋め戻し材施工方法 

施工方法 概 要 技術の現状（乾燥密度） 課題 適用部位 

吹き込みに 
よる方法 
 

骨材混合体運搬車によっ

て運ばれたベントナイト系

材料を吹き付け機に投入

し，吹き付けロボットのブ

ームにより吹付け位置を変

えながらベントナイト系材

料を吹き込む。 

吹き付け機の圧送力及び

材料の状態によって吹き付

け後のリバウンド等があ

る。 

Granulate 単体を用いた
充填試験において，乾燥密
度 1.3Mg/m3の達成が確認さ
れている。 

リバウンド等により求め
られる施工密度を確保でき
るかの判断が重要となる。

吹き込み作業時に粉塵を
発生させるため，他の施工
方法より作業環境が悪い。

材料，出来形の品質管理
方法が難しい。 

断面の大き
さや施工空間
に左右されず，
すべての部位
に適用可能で
ある。 

現場締固めによる方法 
 

骨材混合体運搬車によっ
て運ばれた材料をブルドー
ザ等によって撒き出し，振
動ローラ等で締固める。 
大型機械を使用するため

施工効率が良く，締固め機
械の能力に応じて施工密度
を確保することができる。

余裕深度処分の分野で実
証試験が実施されており，
締固め幅 2.13ｍ，全長 5.74
ｍ，運転質量 11.3ton の大
型機械を用いてクニゲル原
鉱の締固めを行い，乾燥密
度 1.6Mg/m3の達成が確認さ
れている。 

大型機械での施工である
ため，施工範囲が限定され
る。 

主に坑道の
下部空間で適
用が可能であ
る。 

ベントナイトブロック 
による方法 

ブロック運搬車によって
運ばれたブロックをブロッ
ク設置車によって所定の位
置に設置する。 

カナダAECLのトンネルシ
ーリング試験のうち，ベン
トナイトプラグの施工試験
で実証されている。 
ベントナイトブロックの

乾燥密度として 1.6Mg/m3以
上の製作が確認されてい
る。 

作業時間の増大や作業員
への負担が大きい。 

ブロック材の品質管理は
容易であるが，ブロック間
及びブロックと岩盤との隙
間処理が必要となる。 

壁面沿いや
端部を除くす
べての部位に
適用可能であ
る。 
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表-4 施工法と達成密度の関係 

 

乾燥密度（Mg/m
3
) 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%

クニゲル原鉱

普通ペレット
（乾燥密度1.9Mg/m

3
)

高密度ペレット
（乾燥密度2.25Mg/m3)

MX原鉱

クニゲルV1

クニゲルV1+砂30%

クニゲルV1+砂50%

クニゲル原鉱

普通ペレット
（乾燥密度1.9Mg/m

3
)

高密度ペレット
（乾燥密度2.00Mg/m3)

MX原鉱

クニゲルV1

クニゲルV1+砂30%

クニゲルV1+砂50%

クニゲル原鉱

普通ペレット
（乾燥密度1.9Mg/m3)

高密度ペレット
（乾燥密度2.25Mg/m

3
)

MX原鉱

有効粘土密度（Mg/m
3
) 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

吹
込
み
に
よ
る
工
法

現
場
締
固
め
工
法

ベ
ン
ト
ナ
イ
ト
ブ
ロ
ッ
ク
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

埋め戻し材の
有効粘土密度

1.20Mg/m
3
以上

水理プラグの
有効粘土密度

1.45Mg/m
3
以上

実線；乾燥密度
破線；有効粘土密度
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ベントナイト系材料を用いた埋め戻し材の施工方法のうち，吹き込みによる施工方法の一つと

してスクリューフィーダを用いた模擬試験が行われ，上部に隙間の残らない充填が可能であるこ

とが示されている（原子力環境整備促進・資金管理センター，2004）。なお，廃棄体からの放射線

の遮へいが困難な場合などには，遠隔操作による施工が要求される場合もあるが，スクリューフ

ィーダを用いた施工については，模擬坑道実験の実施により，想定された乾燥密度が確保できる

ことが確認されている（原子力環境整備促進・資金管理センター，2005）。図-1 には，模擬坑道

実験における実験終了（充填完了）状況を，図-2 には，実験後の法面形状及びベントナイト

（Granulate）密度計測結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 模擬坑道実験における実験終了（充填完了）状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 スクリューフィーダ模擬実験における法面の形状計測結果 
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(2) 各部位に対する埋め戻し方法の選定 

a. 処分坑道上部の埋め戻し 

処分坑道の上部は，施工上制約となる空間が上下部で異なるため，適用できる施工法が異なる。

すなわち，比較的空間的な制約が小さい下部空間の施工には，大型機械を用いた現場締固め，あ

るいはベントナイトブロックを用いた施工が適用できる。これに対し上部空間は，施工空間が狭

くなるため，原位置締固め及びベントナイトブロックによる施工が困難であり，吹き込みによる

施工が適することになる。 

円形断面（廃棄体グループ 2）及び幌型断面（廃棄体グループ 1,2）の施工方法例を図-3 及び

図-4 に示す。 

 

材料搬送

アジテータ スクリューフィーダーバッテリーロコ

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

緩衝材

廃棄体

緩衝材

粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ

坑道支保工

坑道支保工

縦 断 面 図

横 断 面 図

埋め戻し材

緩衝材

廃棄体

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

坑道支保工

 

図-3 処分坑道上部埋め戻しの施工例（円形処分坑道） 

 

 

 

埋め戻し材 
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図 3.4.4.1-2 処分坑道上部埋め戻しの施工例（幌型処分坑道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 処分坑道上部埋め戻しの施工例（幌形処分坑道） 

 

 

 

 

 

ダンプ（埋め戻し材運搬）

（処分坑道天端）

　　　振動ローラー

（埋め戻し材転圧・締固め）

構造躯体

緩衝材

緩衝材

（埋め戻し方向） （切羽方向）

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合

締固め材
緩衝材

構造躯体

充填モルタル

（処分坑道天端）

構造躯体

緩衝材

緩衝材

（埋め戻し方向） （切羽方向）

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材

緩衝材

構造躯体

充填モルタル

（処分坑道天端）

構造躯体

緩衝材

緩衝材

（切羽方向）

緩衝材

構造躯体

充填モルタル

振動ローラー

ダンプ

壁面沿い端部

はタンパによ

る締固め

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材

ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞ

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材

材料搬送ｱｼﾞﾃｰﾀﾊﾞｯﾃﾘｰﾛｺ

①一般施工（ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合締固め材）

②上部施工（粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ）

③埋め戻し完了

廃棄体

廃棄体

廃棄体

　廃棄体

粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ

　廃棄体

粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ

　廃棄体

粒状ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ
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b. 主要坑道，連絡坑道の埋め戻し 

主要坑道及び連絡坑道の埋め戻しについても，施工上制約となる空間により，適用できる埋め

戻し材の施工方法が異なる。具体的には，処分坑道上部の埋め戻しと同様の方法で対応でき，主

要坑道，連絡坑道に適用可能な埋め戻し方法を表-5 に整理する。 

 

 

表-5 主要坑道・連絡坑道に適用可能な埋め戻し方法 

部 位 
施工空間的観点 

からの特徴 

吹き込み 

による方法 

現場締固め 

による方法 

ベントナイト 

ブロック 

による方法 

上半狭隘部 施工空間が狭いため，締固め

機械を用いることができな

い。 

○ × × 

上半一般部 施工空間が比較的に広いが，

大型の締固め機械を用いる

ことができない。 

○ × ○ 

下半部 施工空間が広く，大型の締固

め機械を用いることも可能

である。 

○ ○ ○ 

 

 

c. アクセス坑道の埋め戻し 

アクセス坑道の構造形式として，斜坑と立坑が挙げられる。 

斜坑に対しては，主要坑道や連絡坑道の埋め戻し方法と同様の技術が適用できる。すなわち，

施工上の空間に制約が少ない下半部については，現場締固めによる方法など大型の施工機械を用

いる埋め戻し方法を選択することができる。一方で，上半部については，施工空間的な制約があ

るため，吹き込みによる方法又はベントナイトブロックによる方法の適用となり，とくに上半の

狭隘部については，吹き込みによる方法に限られることになる。 

立坑に対しては，重力方向の締固めが容易であることから，立坑下部より順次締固めて施工し

ていく方法が現状の建設技術において適当な工法であると考えられる。立坑方式のアクセス坑道

の埋め戻しのイメージを図-5（核燃料サイクル開発機構，1999）に示す。 
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図-5 立坑方式アクセス坑道の埋め戻し作業のイメージ 

 

 

3. プラグの施工 

プラグは，水理プラグ，力学プラグに区分される。 

第 2次 TRU レポート 3.2.2.3 で整理したように，水理プラグの機能として緩衝材と同等の低透

水性と自己シール性が要求される。これら要求性能に対して，ベントナイト系材料の適用が適し

ていると考えられ，表-6 のような仕様例が示されている。また，各施工方法における達成密度を

表-4 に整理した。一方，力学プラグについては緩衝材や埋め戻し材といった充填物の移動・流出

を防護する力学的機能が重要であることから，セメント系材料の適用が適していると考えられる。 

ベントナイト系材料を用いる水理プラグについては，緩衝材施工技術の応用により施工が可能

であると考えられる。また，連続した掘削影響領域の分断が重要な機能であることから，水理プ

ラグ施工位置の周辺岩盤の掘削影響領域の除去あるいは低透水性の回復が必要であり，プラグ設

置位置の周辺岩盤に対してベントナイト系材料によるグラウト施工等の対応が必要である。一方，

セメント系材料を用いる力学プラグについては，既存のコンクリート施工技術により対応可能で

ある。 
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表-6 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) 1.45Mg/m3以上 

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 

 

 

4. グラウトの施工 

グラウトの注入工法は，地山の状態やグラウト材の性質等を考慮して適切な方法を選ぶ必要が

ある。山岳トンネル等で一般的に用いられている注入工法は，注入管による分類から単管方式と

二重管方式に大別される（核燃料サイクル開発機構，1999）。 

また，グラウト材には，比較的短期の水理機能と掘削影響領域の長期的な水理機能の改善が求

められ，その種類は，ベントナイト系グラウト材とコンクリート系グラウト材に大別される。こ

れら機能のうち前者については，長期的な機能維持は要求されないこと及び既往のトンネル工事

等の実績から，セメント系のグラウトによる施工が合理的であると考えられる。一方，後者につ

いては長期にわたって機能維持が要求されることから，ベントナイト系のグラウトが有効である。 

ベントナイトグラウトを長期にわたって有効に機能させるためには，できるだけ高密度のベン

トナイトを注入することが求められる。水とベントナイトの混合材料では，粘性が高いことなど

から高密度の材料をグラウトすることは容易ではなく，密度の小さい（100kg/m3未満）希薄なス

ラリーを注入することが試みられてきたのが現状である。ただし，密度が小さいことから充てん

後の長期間割れ目内に留まることは期待できないため高密度化が課題と考えられている。 

最近，水の代わりにエタノール水溶液（例えばエタノール 60wt%と水 40wt%の混合液）を混合す

ることによって高密度（500kg/m3以上）で粘性の小さいベントナイトスラリーとすることができ

る技術を応用し，グラウト材として用いる「エタノール・ベントナイトグラウト工法」が開発さ

れている（例えば，浅田ほか（2003））。注入時は粘性が小さいため高い流動性を有し，注入後は

エタノールが物質移行（移流分散あるいは拡散）によって逃散し，地下水と置換して非常に高い

粘性を発現するため長期間割れ目内に留まることが期待される。図-6 には，同一な乾燥密度にお

けるエタノール・ベントナイトスラリーと水・ベントナイトスラリーの粘性の違いを示した。こ

の工法は，室内実験だけでなく，図-7 に示すような，地表からの実岩盤へのグラウト注入実験に

より，セメントグラウトと同様の施工方法が適用でき，かつセメントグラウトと同等の止水性能

を期待できることが示されている（中島ほか（1993））。エタノール・ベントナイトグラウト工法

は，開発段階のものであるため，実用化に向けた課題は残されているが，TRU 廃棄物処分におい

て適用見通しのある技術と考えられる。 
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図-6 同じ乾燥密度（約0.7Mg/m3）で比較した粘性の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 地表からのプレグラウト実験 

 

 

5. 結論 

本根拠資料は，第 2次 TRU レポート 3.4.4 閉鎖 において整理された「埋め戻し材・プラグ

及びグラウトの施工方法の提示，施工位置の分類，想定施工例」，「既存技術の適用性」，「ベント

ナイト系材料の埋め戻し方法の特徴」，「主要坑道，連絡坑道，アクセス坑道に対する埋め戻し方

法の適用性」及び「グラウト系材料に求められる性能」の内容の根拠となる知見について詳説し

たもので，「埋め戻し材の施工」，「プラグの施工」及び「グラウトの施工」の各章より構成した。

具体的には，ベントナイト系材料による埋め戻し材施工方法の種類とその概要及び達成密度の関

係の提示，スクリューフィーダを用いた吹込み工法の模擬実験結果，坑道各部位（主要坑道・連

絡坑道・アクセス坑道）における埋め戻しの施工例，及び新しいグラウト工法である「エタノー

ル・ベントナイトグラウト工法」の概要などを記述した。 

 

〔エタノール・ベントナイトスラリー〕 〔水・ベントナイトスラリー〕 

注入後のコアサンプル

注入後のコアサンプル 
プレグラウト実験のイメージ 

注入管 

岩盤内亀裂
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