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RN-08 硝酸塩による核種存在形態の変化 .............................Ｒ母岩-101 

RN-09 臨界 .......................................................Ｒ母岩-104 

 

システム擾乱となりうる現象 

 

Ｑ．初期欠陥 

WQ-01 廃棄体の製作・施工不良 .............................Ｑ作製・施工不良-1 
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MQ-01 充填材の製作・施工不良 .............................Ｑ作製・施工不良-5 

SQ-01 構造躯体の製作・施工不良 ...........................Ｑ作製・施工不良-9 

BQ-01 緩衝材の製作・施工不良 ............................Ｑ作製・施工不良-12 

XQ-01 付帯設備の製作・施工不良 ..........................Ｑ作製・施工不良-15 

RQ-01 ボーリング孔，トンネルのシール不良/変質 ...........Ｑ作製・施工不良-24 

ＮＰ．天然現象 

NP-01 地震・断層活動 .........................................ＮＰ天然現象-1 

NP-02 火山・火成活動 ........................................ＮＰ天然現象-12 

NP-03 隆起・侵食 ............................................ＮＰ天然現象-20 

NP-04 気候・海水準変動 ......................................ＮＰ天然現象-27 

NP-05 隕石の落下 ............................................ＮＰ天然現象-38 

ＨＡ．人間活動 

HA-01 ボーリング（探査、探鉱、地下空間利用、土木工事） .......ＨＡ人間活動-1 

HA-02 地表環境（人間活動） ...................................ＨＡ人間活動-5 

HA-03 掘削・採鉱・その他地下行為（人間侵入） .................ＨＡ人間活動-8 

HA-04 井戸の掘削・採水 ......................................ＨＡ人間活動-11 

HA-05 水の管理（貯水、ダム） ................................ＨＡ人間活動-15 
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ＷＴ－０１：廃棄体の熱物性 

 
１．名称 

廃棄体の熱物性（WT-01） 

 
２．概要 
ここでは，処分施設の熱的現象・評価の検討に必要な廃棄体の熱物性として比熱，及び熱伝導

率，並びに温度による廃棄体の熱膨張に関係する線膨張係数を取り上げる。これらの熱物性は処

分施設の熱的現象・評価の基礎データとして重要である。 
なお，処分施設の熱的現象・評価の検討に当たっては，これらの他に廃棄体からの崩壊熱の発

熱量が必要となるが，それについては「崩壊熱の発生」の項で検討する。 
また，廃棄体の熱膨張の影響については，「廃棄体の熱膨張」で別途検討する。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 比熱及び熱伝導率 
TRU 廃棄物処分施設の熱的現象・特性の検討において，廃棄体は発熱源，及び構成要素とし

て重要な位置を占めている。廃棄体の物性の中で比熱及び熱伝導率は廃棄体の発熱現象に影響を

及ぼす因子となり，本物性が所定の発熱及び地質条件において，廃棄体自身の温度を決定すると

共に，周辺の温度条件に影響を及ぼす。 
 

3.2 線膨張係数 

廃棄体の温度が上昇すると，廃棄体が熱膨張する。このとき廃棄体と周辺岩盤で発生する周囲

の岩盤と力学的相互作用に影響を及ぼす。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 廃棄体を構成する物質の熱物性値 
廃棄体は複数の物質(容器：金属材料，充填材：セメント系材料等，廃棄物：金属，無機化合

物等)により構成されており，その各々に熱物性値を有する。表 1～3に廃棄体を構成する金属材

料 1)，セメント材料 2),3)，及び無機化合物 3)の熱物性を示す（熱伝導率，及び比熱，なお，無機

化合物については比熱のみ）。 
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表１ 金属材料の熱伝導率及び比熱 1) 

 金属
20℃ 0.033 cal/℃/cm/sec
400℃ 0.042 cal/℃/cm/sec

ジルコニウム － 0.04 cal/℃/cm/sec － 0.07 cal/g/℃
100℃ 3.89 cal/℃/cm/sec
500℃ 5.13 cal/℃/cm/sec
100℃ 3.89 cal/℃/cm/sec
500℃ 5.13 cal/℃/cm/sec
２００K 53 W/m/K
３００K 50 W/m/K
400K 47 W/m/K
500K 44 W/m/K

鉄 － 0.145 cal/℃/cm/sec － 0.11 cal/g/℃

25℃ 8.7 W/m/K 20℃ 414 J/kg/K
100℃ 9.3 W/m/K 100℃ 431 J/kg/K
200℃ 11.1 W/m/K 200℃ 448 J/kg/K
300℃ 12.5 W/m/K 300℃ 460 J/kg/K
400℃ 15.4 W/m/K 400℃ 477 J/kg/K
500℃ 17.7 W/m/K 500℃ 502 J/kg/K
600℃ 21.2 W/m/K 600℃ 565 J/kg/K

ハステロイC － 0.031 cal/℃/cm/sec － 0.09 cal/g/℃
60K 8.2 J/K/mol
80K 13.26 J/K/mol

100K 23.5 W/m/K 100K 18.58 J/K/mol
150K 31.8 J/K/mol

200K 13.7 W/m/K 200K 42.09 J/K/mol
250K 49.75 J/K/mol

300K 10.4 W/m/K 298.15K 55.06 J/K/mol
400K 8.5 W/m/K 400K 64.18 J/K/mol

500K 67.91 J/K/mol
600K 70.12 J/K/mol
800K 72.68 J/K/mol
1000K 74.35 J/K/mol
1500K 77.19 J/K/mol

チタン合金 － 0.018 cal/℃/cm/sec － 0.13 cal/g/℃
純チタン － 0.041 cal/℃/cm/sec － 0.13 cal/g/℃

cal/g/℃
SUS316L

0～
100℃

熱伝導率

ジルカロイ-4

SUS304

熱容量（比熱）

0～
100℃ cal/g/℃0.12

炭素鋼

Inconel-600

Inconel-718

0.12

TiO2(ﾙﾁﾙ）

ハステロイ

Inconel-X750

Inconel-XM-19

　Inconelはハステロイトほぼ同じ組成
　熱伝導率、比熱はほぼ同等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－は熱伝導率又は比熱が適用される温度又は温度範囲が明記されていないことを示す。 
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表2 セメント材料の熱伝導率，及び比熱2),3) 

セメント系材料
ポルトランド － 0.68 W/m/K

スラグ － 0.42 W/m/K
10℃ 3.48 kcal/m/hr/℃ 10℃ 0.215 kcal/kg/℃
21.1℃ 3.45 kcal/m/hr/℃ 21.1℃ 0.221 kcal/kg/℃
32.2℃ 3.41 kcal/m/hr/℃ 32.2℃ 0.227 kcal/kg/℃
43.3℃ 3.36 kcal/m/hr/℃ 43.3℃ 0.233 kcal/kg/℃
54.4℃ 3.33 kcal/m/hr/℃ 54.4℃ 0.239 kcal/kg/℃
65.6℃ 3.29 kcal/m/hr/℃ 65.6℃ 0.245 kcal/kg/℃

コンクリート

熱伝導率 熱容量（比熱）

－は熱伝導率又は比熱が適用される温度又は温度範囲が明記されていないことを示す。 
 

表３ 無機化合物の比熱4) 

温度 
20 100 200 250 298.15 400 (単位：K）

NaBO2 0.97 32.42 53.2 60.25 65.94 74.39
Na2B4O7（結晶） 3.97 76.53 139.7 165 186.8
Na2B4O7（非晶） 4.51 73.64 137.3 163.5 185.9

NaNO3 3.77 52.09 75.65 84.22 93.05 116.1
NaSO4 2.43 66.65 105.6 117.6 127.7 145.1

NaSO4･10H2O 17.82 234 416.2 496.1 575.7

無機化合物
熱容量（比熱）J/K/mol

 
4.1.2 廃棄体の熱物性値の設定 

前項の表より，各物質に応じた熱物性値があるが，廃棄体の熱物性値は，ハル・エンドピース

についてはジルカロイー４の物性，セメント固化体については普通コンクリートの物性，アスフ

ァルト固化体については一般的なアスファルトの物性を基に，温度によらない一定値として設定

している。これらの特性は温度の関数であり，廃棄体の温度が上昇するとそれに応じて変動する

が，現状では温度の効果は考慮していない。廃棄体のより正確な熱物性が必要な場合は，廃棄体

の構成材料の物性を基にモデル化し，試験等により確認する必要がある。 

また，第１次 TRU レポートにおいて，廃棄体からの崩壊熱の発生が有意なのは，ハル・エンド

ピースであり，これ以外の廃棄物については，崩壊熱の発生はほとんど問題とならないことが示

されている 5)。 

線膨張係数に関しては，第１次 TRU レポートにおいては，ハル・エンドピースは角型の容器に

キャニスタ 4本をセメント充填したパッケージとして処分する概念が検討されており，熱解析で

の取り扱いは，このパッケージの特性を各構成成分の特性値を容積比で重み付けして設定した。

崩壊熱の発生が有意である，ハル・エンドピースのパッケージに関しては，鉄及び無筋コンクリ

ートの線膨張係数を用い，容積比で重み付けし，線膨張係数を設定しており，崩壊熱の発生が有

意でないその他の廃棄体については線膨張係数を設定していないのが現状である。 
 
4.2 経時変化予測 

TRU 廃棄物の廃棄体には多くの種類の廃棄体があり，それぞれ種々の物理，化学形の廃棄物，種々

の固型化材料，及び容器等の要素から構成される。処分施設の熱解析における廃棄体モデル化の範囲，
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精度等は，目的により異なると考えられるが，廃棄体の種類ごとに，その構成要素に関する熱特性が

設定されていれば，解析目的に応じた廃棄体のモデル化が可能となる。廃棄体の熱特性は，廃棄体の

物理的，化学的特性の影響を受ける。したがって，その特性は，廃棄体の物理的（亀裂の発生等），

化学的（セメントの通水劣化，金属の腐食等）経時変化にしたがって変化すると考えられる。しかし

ながら，このような経時変化に伴う廃棄体の熱特性の変化は検討されていない。 

廃棄体に物理的，化学的変化がない場合でも，比熱，及び熱伝導率は一般に温度に伴い変化するの

で，処分施設の温度変化に対応した，これら物性の経時変化についても，影響の程度を考慮しておく

必要があるものと考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
以下の不確実性が挙げられる。 

・ 処分施設における各構成物の熱物性値の変化及び熱移動 
4.4.2 データに関する不確実性 

TRU 廃棄物の廃棄体には多くの種類の廃棄体があり，それぞれ種々の物理，化学形の廃棄物，

種々の固型化材料，及び容器等の要素から構成される。また，同種の廃棄物であっても，廃棄体

の発生過程，及び製造過程に起因する変動が考えられる。更に，廃棄体を構成する物質による熱

物性値がどのような特性を有するかに起因する不確実性も存在する。したがって，廃棄体の熱的

特性には廃棄物に起因する不確実性，及び廃棄体の製作に起因する不確実性が存在する可能性が

考えられる。 

崩壊熱の発生が問題となる廃棄体としてはハル・エンドピースがあり，その熱物性は TRU 廃棄

物処分の安全性にとって重要と考えられる。ハル・エンドピースの場合，固形化処理を行わない

ので，キャニスタとしての熱物性の不確実性は，ハル・エンドピースの充填量の不確実性が主に

なると考えられる。 

上記の廃棄体を構成する物質による各々の熱物性による熱影響に関する不確実性と関連し，現

状の熱影響の評価においては，廃棄体の熱物性は廃棄体を構成する主な材料を代表として熱物性

値を設定しているため，その設定に起因する不確実性が考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 日本金属学会編(1984)：金属データブック，改訂 2版，丸善． 

[2] 岡田清，六車煕ほか(1981)：コンクリート工学ハンドブック，朝倉書店． 

[3] 土木学会(1991)：コンクリート標準示方書 設計編，平成 3年度版． 

[4] 日本化学会編(1993)：化学便覧基礎編Ⅱ，改訂 4版，丸善． 

[5] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＷＴ－０２:廃棄体の温度 
 

１．名称 
廃棄体の温度（WT-02） 

 
２．概要 
処分施設における温度は，廃棄体，充填材，構造躯体，緩衝材，境界領域の熱的な相互作用に

よって決まる。処分施設の温度を規定する要因には，内的な要因と外的な要因があり，内的な要

因としては廃棄体の発熱が挙げられ，外的な要因としてはニアフィールド母岩の温度が挙げられ

る。 
廃棄体の温度は，処分施設を設計する際の重要な要件の一つであり，処分施設の規模を決める一要

因である。廃棄体の温度は，廃棄体とその周囲の熱的相互作用によって決定されるが，廃棄体におけ

る様々な現象・特性検討の基礎的条件であり，周囲の充填材，構造材駆体，緩衝材，母岩等にも影響

を及ぼす。また，廃棄体及び周囲の温度が上昇すると，それらが温度によって変質し，処分施設の人

工バリア材としての性能に影響を及ぼす可能性がある。また，廃棄体の温度は，処分施設の飽和など

の水理条件にも影響を及ぼす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 廃棄体の発熱の要因 
処分施設における廃棄体の温度は，廃棄体，充填材，構造躯体，緩衝材，境界領域の熱的な相互作

用によって決まる。廃棄体の温度を規定する 大の要因は，廃棄体の発熱であり，第二の要因として

は，境界領域（ニアフィールド母岩）の温度（地熱）である。 

TRU廃棄物の廃棄体における発熱要因としては，以下のものが考えられる。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

廃棄体中の放射性核種による崩壊熱 

セメント系材料の水和熱 

金属の腐食による反応熱 

微生物による有機物の分解などによる反応熱 

 

崩壊熱以外の発熱要因及びその原因となる現象・特性を以下に示す。 

セメント系材料の水和熱：廃棄体及びパッケージの製作・施工時期及び使用したセメント系材

料 

金属の腐食による反応熱：金属材料の種類，量，腐食環境条件，腐食反応及び腐食速度 
微生物による有機物の分解などによる反応熱：有機物等の種類，量，微生物環境，微生物反応

及びその反応速度 
 
上記のうち，廃棄体の発熱を支配する要因として も重要視されている項目は，廃棄体中の放

射性核種の崩壊熱である。 
崩壊熱の発生による発熱が顕著に表れる廃棄体としては，ハル・エンドピースのように，付着燃料

や放射化生成物が多い廃棄物が挙げられる。 
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これらのうち， も重要な放射性核種による崩壊熱については，「崩壊熱の発生」で詳しく説明す

る。 
 

3.2 廃棄体温度が他の現象・特性に及ぼす影響 

廃棄体の温度が，廃棄体における熱的現象・特質以外の他の現象・特質に及ぼす影響として以

下のものが考えられる。 

(1) 水理学的現象・特性 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

水の透水性は，その粘性の影響を受け，粘性は温度に依存する。 

温度勾配により水分移動が起こり，冠水特性が変化することが想定される。 

(2) 力学的現象・特性 

廃棄体が熱により膨張し，その膨張が拘束されると，温度応力が発生する。 

(3) 化学的現象・特性 

温度は，鉱物－水反応や成分溶出といった化学反応に影響すると考えられる。 

溶存酸素の存在する水溶液中では，温度の上昇によって対流や拡散が促進されるため，腐

食速度が増加する。しかし，開放系では温度の上昇とともに酸素の溶解度が低下するため，

約 80℃以上では温度の上昇とともに腐食速度は減少する。 

微生物の活動に伴い熱の発生や吸収が想定されるとともに，その生息や活動は，温度の影

響を受けることが想定される。 

また，廃棄体の熱影響として，人工バリア材のセメント系材料とベントナイト系材料は高温状

態に長期間維持されると特性が変化するので，核種の閉じ込め性の観点から影響を与える可能性

が考えられる。 

セメント系材料を使用した廃棄体，充填材，構造躯体，プラグ／グラウト／支保／埋戻材の熱物性は，

温度の影響を受けて変化し，セメント系材料の温度が，変質が生じないとされるこれらの温度を超える

場合は，そのセメント材料の放射性核種の移行特性が変化する可能性がある。 

ベントナイト系材料の緩衝材やプラグ／グラウト／埋戻し材などは，温度の変化に伴い膨張し，その

膨張が拘束されると緩衝材には応力が発生する。この熱膨張は，温度の他に，熱特性，含水量，密度，

組成等に依存して生じる。また，熱膨張は間隙を増加させ，透水係数などの水理特性に影響を与える可

能性がある1）。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 人工バリア材への熱影響に関する知見 
(1) セメント系材料 

セメント系材料の熱物性は，長期的にセメント水和物が地下水へと溶解して変質することで

変化することが考えられる。このような熱物性の変化が長期的に必要とされる熱特性に影響を

与える可能性が考えられる。また，セメント系材料は，温度の上昇自体によっても変質が生じ

る。セメント系材料を 50℃または 80℃に保持した試験 2）では，80℃で約 2 年間保持した場合，

一部のアルミネート水和物の変化（Katoite の生成）はあったが，主要構成物の変化（1.1nm ト

バモライトの生成など）は認められなかった。 
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セメント水和物の変質が生じないとされる温度は，セメントの吸着係数が低下しない温度す

なわち C-S-H ゲルが結晶化しない温度という観点から，80℃以下と考えられている 3）。また，

SCK/CEN では，セメントの許容温度をセメントマトリックスの再結晶化および脱水を避けるた

めに 85～90℃としている 4）。 

(2) ベントナイト系材料 

ベントナイト系材料の熱物性は，変質，含水量，密度変化，温度変化，組成変化，応力など

によって変化する 1）。例えば，熱物性に規定されるベントナイト系材料の温度は化学的変質に，

熱膨張は応力や強度などの力学的特性に影響を与えることが考えられる。 

ベントナイト系材料の温度が 100℃以上になると，ベントナイトの主要構成鉱物であるスメ

クタイトにイライト化やセメンテーションが発生し，個々の部位の機能が低下する可能性があ

る。イライト化はスメクタイトが非膨潤性のイライトに変質する現象であり，この現象が発生

すると，ベントナイト系材料にはイオン交換性核種の分配係数の低下，膨潤応力や自己シール

性の低下および化学種の拡散挙動の変化などが生じると考えられる 5)～7)。セメンテーションは，

スメクタイトあるいは随伴鉱物の溶解に伴い生じる二次鉱物の沈殿であり，鉱物学的な変化が

顕著でない場合でもベントナイト系材料の特性に影響を及ぼすことも考えられる 8)～12)。  

 

4.1.2 処分施設における温度上限値 

H12 レポートにおいては，ガラス固化体の温度が 500℃以上にならないこと，また緩衝材の温度を

100℃以下に保つことが重要であるとされている13)，14)。 

一方，第１次 TRU レポートにおいては，ベントナイト系材料についてはベントナイト成分の熱的な

変質，劣化の観点から，温度上限値は100℃と設定しており，また，セメント系材料については，セメ

ントの耐熱温度は，セメントの収着係数が低下しない温度すなわち C-S-H ゲルが結晶化しない温度と

いう観点から 80℃としている。また，人工バリア全体の温度上限値としては，80℃として熱評価を行

うことにしている4)。 

なお，セメント系材料の温度制限値については，原子力施設におけるセメント系材料を用いた構造

に関する技術基準として，「コンクリート製原子炉容器に関する構造等の技術基準」（告示 452 号）

が知られている。この基準の［解説］では，セメント水和物への温度影響等を考慮して，コンクリー

ト構造物の温度荷重の作用状態ごとにコンクリートの温度制限値を設定している。それによれば，長

時間継続する状態における温度制限値は，貫通部で 90℃，その他の部分で 65℃となっている(表１参

照)15)。TRU 廃棄物の処分概念では，セメント系材料に必ずしも長期の構造健全性を期待していないの

で，化学的バリア性能維持の観点から，温度上限値を 80℃としている。このことから，セメント系材

料の温度上限値については，HLW 処分や L1 処分における上記技術基準の取り扱い等の動向も踏まえな

がら，今後とも注目していく必要がある。 

したがって，廃棄体に関しては，人工バリアシステムが温度上限値を超えない温度であることが要

求される。 
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表１ コンクリートの温度制限値15） 

温度荷重の

作用状態 
部分 温度（℃） 

参考ASME 

(°F) 

貫通部 90 200 
定常状態 

その他の部分 65 150 

ジェット力を受ける部分 340 650 
非定常状態 

その他の部分 175 350 

｢定常状態｣とは通常運転時及び異常時を除く長時間（24時間以上）継続する状態 
｢非定常状態｣とは異常時及び短時間（24時間未満）継続する状態をいう。 

｢貫通部｣はシェル部，トップスラブ部及び底部における開口又は貫通孔の周辺部をいう。 
 
4.1.3 TRU廃棄物処分施設における熱解析 

第１次 TRU レポートでは，ハル・エンドピース処分坑道の温度が処分施設設計に及ぼす影響を以下

のように概略評価している4)。 

結晶質岩系岩盤の場合，力学的安定性の観点からは，処分坑道断面あたりの処分量に制限はなく，

断面当たり70～80個のパッケージを定置できる処分坑道が設計可能とされている。しかしながら，ピ

ーク温度が温度上限値を超えないようにするためには，断面あたりのパッケージ数を 25 個で設計し，

温度上限値を上回る場合はさらに坑道間隔を離す必要があるとしている。 

堆積岩系岩盤の場合，力学的な安定性の観点から内径 10ｍ以上の空洞は設計できないとされ， 大

でも20個程度のパッケージしか定置できないとされている。この場合はピーク温度が温度上限値を上

回らず，温度による処分施設設計への影響はないと評価している。 

 
4.2 経時変化予測 

TRU 廃棄物処分概検討書においては，崩壊熱による発生が有為であるハル・エンドピースにつ

いて廃棄体に含まれる放射性核種の崩壊熱の経時変化評価及び熱解析の結果から，廃棄体温度の

経時変化に関して，以下のことが明らかとなっている 4)。 

• 

• 

冷却期間が短い場合，初期の 10 年程度に高い温度のピークが現れ，その後急激に温度低下

が起こる。 

冷却期間が長い場合，初期の温度上昇も低くなる反面，温度ピークが現れる時間が 200 年

程度となる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
廃棄体の温度は，廃棄体を構成する物質の熱的な相互作用によって決定される。 

現象に関する不確実性として，廃棄体に含まれる放射性物質の崩壊熱による発熱と充填材(セメント

系材料，アスファルト)との相互作用，または，容器との相互作用により廃棄体においても温度分布が
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生じる事となる。その相互作用に不確実性が挙げられる。 

4.4.2 データに関する不確実性 

廃棄体を構成する物質の熱特性は温度変化により物性が変化するため，その熱物性値の設定におい

て不確実性がある。 
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ＷＴ－０３：廃棄体の熱膨張 

 
１．名称 

廃棄体の熱膨張（WT-03） 

 
２．概要 

廃棄体内での崩壊熱の発生，周辺岩盤からの地熱などにより，処分坑道に定置された廃棄体の温度

が上昇すると廃棄体は熱膨張する。廃棄体と廃棄体周辺の材料の間で熱膨張率に有意な差があると，

廃棄体内部，及び廃棄体とその周辺の間に力学的相互作用をもたらす。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
廃棄体の温度が上昇すると廃棄体は熱膨張をおこす。TRU廃棄物の場合，崩壊熱の発生及び温度上昇

が も有意な廃棄体はハル・エンドピースのキャニスタと考えられる。ついでチャンネルボックス(Ｃ

Ｂ)，バーナブルポイズン(ＢＰ)などの放射化金属が考えられる。 

第１次 TRU レポートにおいては，ハル・エンドピースのキャニスタは地層処分においてパッケージ

化され，処分坑道に定置される計画である1)。定置後，崩壊熱により廃棄物自身及びキャニスタの温度

が上昇すると，廃棄物，キャニスタが熱膨張し，パッケージを介して，充填材，構造躯体等に力学的

影響をもたらすことが考えられる。 

ＣＢ，ＢＰは容器にセメント系材料で固型化され，余裕深度処分される計画である。崩壊熱により

廃棄体の温度が上昇すると，廃棄体が熱膨張し，充填材，構造躯体を介して低拡散バリア材に力学的

影響をもたらす可能性が考えられる。 

処分施設における廃棄体の温度膨張，及び周囲との力学的相互作用は，熱応力を発生し，廃棄体，

人工バリア，処分坑道等の力学的健全性を損なう可能性がある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
第１次 TRU レポートでは，ハル・エンドピースのキャニスタを，処分した場合の熱応力解析を実施

している1)。以下にその概要を紹介する。 

(1) 検討の前提条件 

TRU 廃棄物の中で，廃棄体の温度上昇が問題になるのはハル・エンドピースキャニスタである。

ハル・エンドピースキャニスタは角型容器に 4 本ずつ収納され，セメント充填したオーバーパック

として処分坑道に定置される計画である。 

解析において，ハル・エンドピースの廃棄体は，キャニスタ４基を収納したパッケージとし，パ

ッケージ及びキャニスタは鉄，充填材は無筋コンクリートと同様の取扱いとしている。弾性定数に

ついては廃棄物には期待せず，キャニスタのみを考慮している。特性値はそれぞれの容積比に応じ

て重みつき平均で算定している。密度は廃棄体の中に水が浸入して飽和した場合を対象としている。 

 

(2) 熱応力解析結果 

熱応力解析コードを用い，２次元平面ひずみモデルによる弾性解析で処分施設の熱応力解析が実
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施された。温度条件は，｢連接空洞熱伝導解析｣の結果を用いて設定されている。解析は廃棄体の中

心温度が 大で，空洞壁面の温度もほとんど 大となる15年後について行われた。廃棄体は温度上

昇によって等方的に膨張しているが，岩盤側の変形量は５ｍｍ以下で施設の安定性に対して問題な

いと評価されている。 

 

4.2 経時変化予測 

廃棄体の熱膨張は，廃棄体の温度と拘束条件に依存する。第１次 TRU レポートにおいての連接空洞

熱伝導解析の結果では，廃棄体の温度は15年後に 大となると評価されている 1)。したがって，拘束

条件のない場合，廃棄体の熱膨張は15年後に 大となるものと考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
 廃棄体を構成する物質においての熱による応力発生挙動に関して不確実性が挙げられる。 

4.4.2 データに関する不確実性 

熱応力解析の前提となる廃棄体を構成する物質の熱物性値の設定や処分施設温度解析の境界条

件の設定に関しての不確実性が挙げられる。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＷＴ－０４：崩壊熱の発生 

 
１．名称 

崩壊熱の発生（WT-04） 

 
２．概要 

廃棄体中放射性核種の壊変によって発生する崩壊熱のため，廃棄体の温度が上昇し，周囲の充填材，

構造躯体，緩衝材，及び母岩の温度が上昇する。廃棄体及び周辺温度の上昇は，様々な物理・化学プ

ロセス（充填材・構造躯体・緩衝材の変質，金属の腐食，核種の溶解，核種の拡散・移行等）に影響

を及ぼす。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
崩壊熱は，放射性核種の壊変の際に放出されるエネルギーが 終的に熱となることにより発生する。

ほとんどの壊変エネルギーは廃棄体内の発生源近傍で熱に変わるものと考えられる。従って，まず廃

棄体の温度が上昇し，廃棄体温度の上昇に伴い，充填材，構造躯体，緩衝材，プラグ／グラウト／支

保／埋戻材，及び周辺母岩の温度が上昇する。透過性の強いγ線が放出される場合には，一部が周辺

に達して熱に変わることも考えられる。これについては充填材及び構造躯体における「廃棄体からの

γ線吸収熱の発生」で説明する。 

TRU廃棄物の中で崩壊熱の発生による発熱が顕著に表れる廃棄体としては，ハル・エンドピースのよ

うに，付着燃料や放射化生成物が多い廃棄物が挙げられ，安全性への影響の観点からは，人工バリア

機能を課している材料の高温状態による変質が重要である。TRU廃棄物の処分概念においては，ベント

ナイト系材料とセメント系材料に人工バリア機能を期待しており，これらは高温状態に維持されると

特性が変化し，バリア性能に影響を与える可能性が考えられる 1)，2)。このため，これら材料には温度

上限値が検討されている。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
(1) 発熱率の検討 

第１次 TRU レポートでは，TRU 廃棄物処分の検討対象となる廃棄物について廃棄体の特性を検討

整理している1)。その中で，廃棄体の発熱率（W/ｍ３）は廃棄体に含まれる放射性物質濃度（Bq/ｍ３）

に放射性壊変において放出されるエネルギーQ 値を乗じて算出している。廃棄体の放射性物質濃度

は，発生源における発生量（重量，化学組成，放射性物質濃度等）を基に，処理方式，容器，固化

方式を設定して算出されている。 

(2) 人工バリア材への影響 

崩壊熱の発生がベントナイト系材料による人工バリア材の及ぼす影響としては，ベントナイト系

材料の温度が 100℃以上になると，主成分であるスメクタイトがイライト化，セメンテーションを

起こし，人工バリアとしての機能が低下する可能性が示されている3)～10)。このため，ベントナイト

系材料の温度上限値は100℃とされている2)。 
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セメント系材料の場合，人工バリア材としての性能の観点からは，収着係数が低下しない温度，

すなわち，C-S-Hゲルが結晶化しない80℃という温度が考えられる 11)。また，SCK/CEN（ベルギー・

モル王立原子力研究センター）の処分場（セメント）の許容温度の考え方では，セメントマトリッ

クス（おそらく主要鉱物である C-S-H ゲル）の再結晶化及び脱水を避けるため，85～90℃としてい

る。第１次 TRU レポートでは，セメント系人工バリアの化学的な安定性の観点から，人工バリア全

体の温度上限値としては，80℃とし熱評価を行われている1)。 

(3) 処分坑道離間距離への影響 

処分坑道の離間距離の検討においての熱影響は重要なパラメータの一つであり，崩壊熱の発生が

有意であるハル・エンドピースについては，第１次 TRU レポートにおいて，処分場の処分坑道温度

に及ぼす影響を概略評価している1)。 

結晶質岩系岩盤の場合，力学的安定性の観点からは，処分坑道断面あたりの処分量に制限はなく，

坑道断面当たり70～80個のパッケージを定置できる処分坑道が設計可能とされている。しかしなが

ら，人工バリア材の温度上限値を超えないようにするためには，断面あたりのパッケージ数を25個

定置，坑道間隔（レファレンスは３Ｄ）を離す必要があることが提示されている。堆積岩系岩盤の

場合はピーク温度が温度上限値を上回らず，温度による処分場設計への影響はないとされている。 

(4) 処分坑道ピーク温度への影響 

上記(3)項の処分坑道配置の結果から，二次元鉛直断面FEMモデルによる非定常熱伝導解析コード

を用いて実施している。ここでは，結晶質岩サイト，堆積岩サイトの何れも，温度が も高くなる

部位は中央の坑道中心であり，時間的には10年程度でピークを迎える結果が得られた。また，どの

時の 高温度は結晶岩サイトの場合で約77℃程度，堆積岩サイトの場合で約62℃との結果が得られ，

人工バリア材の上限温度である80℃を下回る結果となっている1)。 

 

4.2 経時変化予測 

崩壊熱発生の経時変化の予測は，所定の時点における放射性物質濃度及び発熱率が決定されれば，

計算コードを用いて予測可能である12)。 

ハル・エンドピース廃棄体の場合，当初は材料の放射化核種による崩壊熱が大きいが，急速に減衰

し，その後は，燃料起源の核種による崩壊熱の発生が長期間継続する。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
廃棄体の崩壊熱は廃棄体中の放射性物質濃度よって決まる。すなわち発生源における組成変動，処

理プロセスの変動等の影響を受けることが考えられる。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

発熱率が 大のハル・エンドピースの放射性物質濃度及び崩壊熱は，原子炉での照射履歴，冷却期

間，及び燃料起源核種のハルへの付着量等を用いた計算値によって評価される。その信頼性を向上さ
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せるためには，実廃棄物を用いた測定試験等による，より実体的なデータの収集・整備が望まれる。 
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ＷＨ－０１：廃棄体の水理特性 

 
１．名称 

廃棄体の水理特性（WH-01） 

 
２．概要 

廃棄体の水理特性（透水係数，間隙率等）は，処分施設の廃棄体領域における地下水流動に影響を

及ぼし，地下水による放射性核種の移行に影響を及ぼす。また，廃棄体の水理特性は地下水と接触す

ることによって起こる廃棄体の変質(力学的・化学的)によって変化する。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
廃棄体の水理特性は，廃棄体中及び廃棄体定置領域での地下水流れに影響する。廃棄体及び充填材

の水理特性が低下し，地下水の流量が増加すると，廃棄体からの放射性核種の放出量の増加につなが

ると考えられる。 

TRU廃棄物の廃棄体は，容器に固型化されるか，キャニスタに封入されており，処分の当初は不透水

性乃至低透水性である。固化体の場合，容器が腐食などにより損傷したとしても固化材であるセメン

ト系材料やアスファルトが低透水性を保持している。キャニスタはステンレス鋼などの低腐食性の材

料で製作されており，形状が維持されている間は不透水性である。 

処分施設は閉鎖後暫くの間は不飽和状態であるが，やがて再冠水が起こり，廃棄体も飽和状態とな

る。飽和後時間が経過すると固化体の容器は腐食等により損傷し，固化体も地下水との接触による劣

化で透水係数等の水理特性が低下する。キャニスタも腐食により破損し，高透水性の廃棄物（ハル・

エンドピースの圧縮体）が直接地下水に接触するようになる。 

以上のように廃棄体は当初不透水性かあるいは低透水性であるが，処分後時間が経過すると，廃棄

体の水理特性が低下し，廃棄体での地下水流が増加し，放射性核種の放出の増加につながることが考

えられる。 
 

3.2 固型化方法による廃棄体水理特性の変化 

ここでは，廃棄体の水理特性の劣化を固型化方法による分類で検討する。TRU廃棄物の廃棄体は，固

型化方法からは，セメント固化体，アスファルト固化体，固型化しない（キャニスタ収納）の 3 種類

に分類することができる。以下にこの廃棄体の分類に基づいて，水理性能の劣化機構について記述す

る。 

 

(1) セメント固化体 

セメントマトリックスは，長期的にはセメント成分の溶出による劣化が起こる。劣化機構として

は，セメント成分の溶出による間隙の増加に伴う透水係数の増加が想定される。その他に，セメン

トマトリックスの劣化としては，硫酸塩による浸食，中性化（炭酸化），ひび割れの発生等があり，

水理学的現象としては，発生したひび割れ等が透水係数を増加させ，卓越した核種移行経路となる

ことが考えられる。 
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(2) アスファルト固化体 

アスファルトは不透水性で可塑性を有するが，地下水との反応，放射線損傷などにより劣化し，

特性の変化及びひび割れの発生などが考えられる。また，水分の浸入と塩の溶出によって間隙が増

加すると，核種移行特性に影響を及ぼす可能性がある。 

(3) 固形化しない廃棄体 

廃棄物を固型化していない廃棄体としては，ハル･エンドピースがある。これは耐食性材料のキャ

ニスタに収納されているが，廃棄物自身は高透水性である。キャニスタが腐食等により破損すると，

地下水が高透水性の廃棄物と直接接することになる。キャニスタ及びハル・エンドピースは腐食に

より，腐食生成物を生じるが，廃棄体内部が高透水性であることに関して変りはないものと考えら

れる。 
 

3.3 廃棄体内容物による廃棄体水理特性の変化 

TRU廃棄体の内容物による分類としては，地下水との接触により，瞬時に溶解する物質と金属廃棄物

の様に腐食により徐々に溶出する物質とに分類することができる。瞬時に溶解する物質としては，硝

酸塩・硫酸塩等が考えられる。以下に，瞬時に溶解すると考えられる物質による廃棄体透水係数の変

化について記述する。 

 

(1) 硝酸塩 

硝酸塩を含有する廃棄体は，以下の通りである。 

・民間再処理操業廃棄物    ：乾燥・造粒ペレットセメント固化体 

・JNC再処理操業廃棄物   ：アスファルト固化体，硝酸塩固化体，スラリ固化体 

・返還低レベル廃棄物      ：ビチューメン固化体 

・民間再処理解体廃棄物    ：系統除染廃液 乾燥・造粒ペレットセメント固化体 

・JNC再処理解体廃棄物   :二次除染廃液 硝酸塩固化，スラリ固化体 

硝酸塩廃棄物の主成分は NaNO3 であり，これが地下水と接触し，溶解することにより，廃棄体内

部の間隙構造が変化し，透水係数が大きくなると考えられる。 

(2) 硫酸塩 

硫酸塩を含有する廃棄体は，以下の通りである。 

・余裕深度処分対象廃棄物：樹脂Ａ 

硫酸塩の主成分は，Na2SO4 であり，溶出した硫酸イオン(SO4)は，セメント系材料と反応し，エト

リンガイトを形成して，膨張ひび割れ現象を起こす可能性がある 1)。この形成されたひび割れが透

水係数を増加させ，水路となりうる可能性がある。また，他のセメント系廃棄体中に溶出した硫酸

イオンが浸入し，同様の影響を与える可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 処分施設水理解析に用いる特性値 
第１次 TRU レポートにおいては，処分施設の水理条件の検討として，再冠水解析と，ニアフィール

ド定常地下水流解析が行われている。その中で，廃棄体は廃棄体定置領域としてモデル化されている
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2)。 

再冠水解析の場合，固化材，充填材ともに劣化はあまり進行していないと考えられるため，コンク

リートの水理特性で廃棄体定置領域を代表させている。 

ニアフィールドの定常地下水流解析においては，セメント系材料については保守的に細粒砂の透水

係数1.0E-05m/secを設定して評価に用いている3)。 

 
4.1.2 セメント系材料の透水係数 

固型化材であるセメント系材料の透水係数は比較的良く研究されている。セメント系材料は，初期

には極めて低い透水係数を示す。ひび割れを生じると，全体として大きな透水係数になることが知ら

れている 4)。また一方で，水密性を確保するための許容ひび割れ幅に着目しての各規準の規定内容を

整理している5)。 

ひび割れがない場合の透水係数については間隙率との関係が研究されており，Kozeny-Carmanが多孔

質媒体の間隙率と透水係数について導いた式の適用も検討されている6)。 

一方，地下水との接触によるセメント系材料の化学的な劣化挙動(液相・固相)については確認試験

及びシミュレーション(二次鉱物相の生成，人工バリア材への高 pH 環境の影響解析)が行われている。

地下水との接触による化学的変化を間隙の変化と結びつけ，透水係数の予測と結びつける試みも行わ

れている。 

 

4.2 経時変化予測 

第１次 TRU レポートでは，セメント系材料の長期劣化後の水理特性は，保守的に砂なみとされてい

る2)。このため，再冠水後の処分施設の水理解析では，セメント系材料を用いた廃棄体，及び充填材の

透水係数としては保守的な値を使用している。 

一方，前述のように，地下水との接触による化学的変化を間隙の変化と結びつけ，化学的変化の経

時予測から間隙率を推定し，透水係数の経時変化を予測する試みも行われている7)。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
劣化を模擬した試験は，間隙率が増加する溶脱側で行われているが，物質移動が少ない処分施設内

では，間隙率が減少する沈殿側の領域が存在する可能性が考えられている。この様な条件に対して，

溶解側と同じパラメータが適用できるか否かは明らかでない。 
4.4.2 データに関する不確実性 

間隙率と透水係数の関係については幾つかの関係式が提案されているが，どの式が妥当であるかは

十分確認されていない。また間隙径分布との関係は，定性的には説明されているが，定量的には求め

られていない。 
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ＷＨ－０２：廃棄体の飽和 

 
１．名称 
廃棄体の飽和（WH-02） 

 
２．概要 
廃棄体の定置直後，処分施設は不飽和状態にある。その後，地下水の浸潤により，処分施設の

再冠水が起こり，廃棄体も飽和状態となる。飽和状態になると廃棄体の物理・化学環境が変化す

る。このため，飽和前後における，廃棄体周辺の物理・化学環境の変化，及び廃棄体が飽和する

までの期間は，廃棄体の劣化や放射性核種の移行に影響を及ぼす。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 廃棄体間隙の飽和 
ハル・エンドピースのように固型化されず容器に収納されている廃棄体には間隙が多く存在す

る。また，固化体であっても，マクロ間隙率で示される間隙が存在する。更に，固型化材料とし

て使用されるセメント系材料やアスファルトにも間隙及び間隙水が存在する。これらの間隙は，

廃棄体の密閉時，又は保管，定置から処分施設閉鎖までに触れていた空気と同等の飽和度になっ

ていると考えられる。 
処分施設の閉鎖後，再冠水により廃棄体の間隙が飽和状態となり，廃棄体には水に起因する事

象・特性が影響を受け始める。それらには，廃棄体と地下水の反応，間隙水での放射線分解，放

射性核種の移行現象・特性等が考えられる。これらについては，それぞれの事象・特性で説明す

る。 
再冠水前の不飽和状態においては，廃棄体周辺の雰囲気は酸化性雰囲気になっていると考えら

れる。その後，飽和状態になると，腐食などにより雰囲気中の酸素が消費されること，及び還元

性の地下水が浸透してくることにより，還元性雰囲気となる。このように飽和により廃棄体の化

学環境は大きく変化し，廃棄体の化学的現象・特質に影響を及ぼす。 
また，間隙に水が入ることにより，廃棄体の伝熱特性が変化する。このため，発熱性の廃棄体

においては，廃棄体の及び周辺温度が変化し，温度に起因する事象・特性に影響を及ぼす。 
 

3.2 廃棄体の飽和，不飽和による影響 

処分施設の閉鎖後，廃棄体の不飽和状態が継続することは，放射性核種の移行媒体となる地下

水が少ないことを意味し，移行媒体がないことから，放射性物質の移行の点においては，移行し

にくい傾向となることが予想される。 
しかしながら，不飽和状態では，廃棄体間隙水は酸化性であり，飽和後に達成される還元性雰

囲気とは化学的環境が異なる。このため，不飽和状態が長期間継続すると，酸化反応による金属

の腐食の進行，核種の廃棄体間隙水中での存在形態が変化し，セメント系材料との収着特性が変

化する事によって，処分施設閉鎖後の核種移行へ影響を及ぼす事も考えられる。 
また，発熱性廃棄体の場合，不飽和状態では飽和状態に比べ熱の放散が妨げられるため，不飽

和状態がより長期化するというプロセス循環が起こりうる。 
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このように処分施設の再冠水／廃棄体飽和の時期は，処分施設の性能を評価する上で重要であ

る。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
第 1 次 TRU レポートにおいては，核種移行における保守的の観点から，処分施設は閉鎖直後に

完全に飽和されるものと仮定して性能評価を実施している 1)。 

また処分施設の再冠水現象については，Miyoshi et.al.2)による飽和－不飽和浸透流モデルを用

いた解析例がある。そのモデルでは，廃棄体は廃棄体と埋戻し材を合わせた領域としてモデル化

されている。廃棄体の再飽和現象は，処分施設内の一つの領域である廃棄体と埋戻し材を合わせ

た領域の再飽和現象として，一連の飽和－不飽和浸透流解析の中で解析されている。解析手法は，

有限要素法による汎用地盤解析コード SIGNAS を用いて，結晶質岩系岩盤，堆積岩系岩盤における，

緩衝材のある処分坑道，緩衝材のない処分坑道の再冠水現象，廃棄体の飽和の解析を行っている。 
 

4.2 経時変化予測 

前述の第 1 次 TRU レポートにおける再冠水の解析結果では，廃棄体充填材エリア中心部が飽和

状態に達する時間が予測されている。表 1 にその結果を示す。廃棄体が飽和となる時間は，緩衝

材の有無がもっと影響し，緩衝材がある場合には，岩盤の種類によらず 200 年以上となる，緩衝

材のない場合は短くなり，堆積岩では 40 年程度と評価されている 1)。 

また，Miyoshi et al.は飽和-不飽和浸透流解析を実施し，処分施設の再冠水までの期間を算出

し，処分施設は 300 年程度で再冠水することを示している 2)。 

 
表１ 廃棄体充填材エリア中心部が飽和状態に達する時間 

岩盤 緩衝材の有無 飽和に達する時間

結晶質岩 有り 260年程度

結晶質岩 無し 160年程度

堆積岩 有り 220年程度

堆積岩 無し 40年程度

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
再冠水の現象は本来，人工バリア材の腐食に伴うガスの発生・移行現象や熱の発生などとの連成問題

として取り扱う必要であり，その検討が今後の課題である。 

4.4.2 データに関する不確実性 

処分施設の再冠水の解析では，廃棄体１個１個をモデル化しているわけではなく，廃棄体部は均一の
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物体としてモデル化されている。セメント系材料に含まれるであろうひび割れなどもモデル化されてお

らず，またそれらをモデル化した解析例も見当たらない。モデル化の手法に対しても不確実性がある。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] Miyoshi, S., et al.(1999)：The Hydrological Process Understanding of Post Closure 

Phenomena from Closure to the Re-Saturation Phase, ICEM99, ASME1999. 
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ＷＨ－０３:廃棄体での地下水流動 

 
１．名称 
廃棄体での地下水流動（WH-03） 

 
２．概要 
廃棄体での地下水の流れは放射性核種の移行を評価する上で重要な因子である。廃棄体におけ

る地下水流は，廃棄体及び廃棄体定置領域の水理特性と周囲の水理条件によって決定される。健

全な緩衝材が存在する場合は，廃棄体も拡散場になると考えられる。地下水の流動が存在する場

合，地下水は廃棄体及び廃棄体定置領域の水理的特性にしたがって流動する。また，廃棄体及び

廃棄体定置領域の水理特性は，地下水による溶解や変質によって時間と共に変化し，それに伴っ

て地下水流動も変化する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 

処分施設における放射性核種の放出・移行は主として廃棄体での地下水流動によって生ずると

考えられる。 

廃棄体での地下水流動は廃棄体を構成する物質との地下水との反応性に起因する。廃棄体の中

には，地下水との接触により劣化するものが存在し，このような材料においては劣化により透水

係数が増加し，その材料を通過する地下水流量が時間と共に増加することが考えられる。 

TRU 廃棄物処分施設では，低透水性の緩衝材を設置する施設と緩衝材を設置しない施設が検討

されている 1)。低透水性の緩衝材を設置する施設では，地下水が緩衝材周囲に迂回して流れ，廃

棄体定置領域には拡散場が形成されることが期待される。また，緩衝材を設置しない施設では処

分坑道の閉鎖後の初期においてはセメント系材料が有する低透水性により施設内の地下水流速は

低く抑えられるが，その後，変質やひび割れなどの影響により高透水な水みちを生じた場合には

緩衝材を設置しない施設と比べて地下水流速が高くなる可能性がある。それに伴って，上述のよ

うに地下水との接触によって，廃棄体成分の溶出に伴い，地下水流動も変化する事となる。その

結果，核種の放出，材料の変質による力学・科学的特性に影響を及ぼす事となる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

 
(1) 廃棄体領域の地下水流動 

第１次 TRU レポートでは，人体への影響が大きい廃銀吸着材(グループ１)と放射線量の も

高いハル・エンドピース(グループ 2)に対しては，低透水性のベントナイト系材料が緩衝材と

して用いられている 1) 

第１次 TRU レポートにおいて，再冠水後の水理条件で，処分施設ニアフィールドの定常地下

水流動解析を実施している 1）。その一環として廃棄体定置領域における地下水流動解析も行わ

れている２）。 
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解析においては，廃棄体及び充填材の透水係数は，保守的に劣化後のセメント系材料の透水

係数として，細粒砂の透水係数を用いて 1.0E-05m/sec を与えている 3)。廃棄体定置領域の周囲

に，低透水性のベントナイト系材料を緩衝材として使用するケース(廃棄体グループ１，２)で

は，結晶質岩系岩盤，堆積岩系岩盤のいずれの場合においても，地下水は緩衝材の外側を迂回

し，廃棄体定置領域の Darcy 流速は小さいことが示されており，逆に，緩衝材の存在しないケ

ース(廃棄体グループ３，４)では，相対的に透水性の高いセメント系材料(定置領域：廃棄体＋

充填材)地下水が集中する水理場と評価されている。 

 

 (2) 地下水流動に伴う廃棄体の劣化，核種移行 

地下水流動に伴う廃棄体の劣化に及び核種移行については，固型化材に着目すると，セメン

ト固化，ビチューメン固化，金属について水との接触による種々のデータ取得が実施されてい

る４）。セメント系材料については，水との接触による溶出成分の確認，二次鉱物同定試験，間

隙及び透水係数変化の確認試験５)が進められている。間隙率と透水係数の相関については図 1,2

に示すように，間隙率の増加により透水係数は増加する傾向に有る。 

 

 

    
  

 

 

図1 空隙量と透水係数の関係4) 
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図 1 空隙量と透水係数の関係 4) 
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図2  OPCモルタル供試体の空隙率と透水係数の関係5) 

 
ビチューメン固化体に関しては，基礎物性に関する確認試験が実施されている。可溶性塩

を含有するビチューメン固化体の吸水，溶出及び膨潤は，ビチューメンの軟性と環境温度に

依存する。そのメカニズムは，図 3に示すとおりである 6)。 

 

図 3 可溶性塩を含むビチューメン固化体の吸水，溶出及び膨潤のメカニズム 6) 

 
また，山口らの研究 7）では，COGEMA ビチューメン固化体サンプル（40ｇ）を使用した 15

ヶ月の浸漬試験が実施されている。低酸素雰囲気では，室温で純水の場合にはほとんど膨潤

しないが，モルタル飽和水では表面が変色して多少膨潤した。大気雰囲気では浸漬 6 ヶ月か

ら変化が起こり，浸漬 15 ヵ月後には 50～80％程度膨潤した。浸漬温度が 60～90℃の場合に

は，小～中孔穴が多数発生して数倍に膨潤した結果が得られている。 
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金属については，処分環境を想定した系(pH＝10，酸化還元電位=-700～-600mV)での金属腐

食速度の測定を実施している 8，9)｡ 

廃棄体内容物では，硝酸塩・硫酸塩は，現状の評価においては，両者共に，地下水と接触

すると瞬時に溶解すると想定されている。その後に生成する間隙及び二次鉱物の影響評価に

ついては，現在，研究が進行中である 10，11)。 
 
4.2 経時変化予測 

廃棄体及び充填材の水理特性は，本来，健全な廃棄体からスタートし，地下水との接触による

経時変化との連成解析を行うべきである。しかしながら，現状の評価において，第１次 TRU レポ

ートでは，現状，劣化後の特性を用いた定常地下水流動解析となっている 1)。 

経時変化の予測のためには，廃棄体水理特性の劣化と連成した地下水流動解析が必要である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
廃棄体での地下水流動の評価では不飽和－飽和での地下水流動がどのような変化を及ぼすかに

ついての不確実性が挙げられる。また，地下水の流入経路に関する不確実性も挙げられる。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

廃棄体における地下水流動は，廃棄体及び廃棄体定置領域の水理特性と周囲の水理条件によっ

て決定される。第１次 TRU レポートにおいては 1)，廃棄体定置領域の水理特性を廃棄体定置領域

の水理特性は，保守的に劣化後のセメント系材料の透水係数を考慮して，細粒砂の透水係数を用

いて 1.0E-05m/sec を与えている 4)。廃棄体は個々の水理特性を持った材料によって構成されてい

るため，本設定における不確実性が挙げられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU廃棄物処分概念検討書，

JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 池田孝夫(1997)：Near Field 核種移行解析評価の現状-電力共通研究の事例-，地層処分研究情

報交換会(INTEGRATE’97)報告書，JNC TN1100 97-004． 

[3] 鹿島建設(1995)：土木設計本部編，土木設計の要点１ 設計の知識，鹿島出版会． 
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ＷＭ－０１：廃棄体の力学特性 

 
１．名称 

廃棄体の力学特性（WM-01） 

 
２．概要 

廃棄体の力学特性には，弾性係数，限界応力，ポアソン比等が挙げられる。これらの特性は廃棄体

の温度，圧力，均一性，割れの有無等に依存する。 

更に，廃棄体の外部容器については，埋設後に約数万年間の放射性核種の物理的閉じ込め機能，す

なわち地下水と廃棄体の接触を一定期間阻止する機能を期待する容器も存在する。 

廃棄体の力学特性の中でも，剛性は構造力学の安定性を評価する上で重要である。廃棄体の剛性の

変化には，様々な要因が影響し，それらは，以下の3つに分けられる。 
熱的，水理的作用により変化するもの。 • 

• 

• 

物理的な外力により変化するもの。 
物理的な性状の変化に起因するもの。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 廃棄体における影響機構と影響度合 
廃棄体の強度が不十分で，応力によって廃棄体に割れ等が発生した場合，表面積が増大し，地

下水との接触面積も増加することから，廃棄体からの核種移行に影響を及ぼす可能性がある。 

また，割れの発生は廃棄体の強度自体にも影響を及ぼすことが考えられる。すなわち，割れの

発生によって強度が低下し，更に割れが増加することも考えられる。 

更に，固型化材のセメント系材料及びアスファルトは，熱的，水理的な作用によって劣化し，

健全時と比較して廃棄体自身の強度に変化を及ぼすことも考えられる。内容物においては，廃棄

物を安定化した物質の劣化，金属腐食による体積変化による固型化材への影響(ひび割れの発生)

は懸念される。また，易溶性の物質(硝酸塩，硫酸塩)については，地下水と接触することによっ

て溶出し，空隙を増加させることによって，健全時と比較すると，廃棄体の強度が低下すること

も考えられる。 

 
3.2 外部容器における影響機構と影響度合 

TRU 廃棄物の処分において，外部容器は処分システムの性能の高度化，及びハンドリングの効

率化などの観点から検討されている。外部容器は，コンクリート容器 2 種，金属容器 3 種の廃棄

体について，概念検討，基本設計及び要素試験を実施している 1)～7)。 

外部容器の力学特性は，コンクリート容器では地下水との接触による劣化，金属容器では腐食

による肉厚の変化によって変化し，容器の耐力が外部応力を下回ったときに寿命となる。よって，

コンクリートの劣化現象(力学・化学的な劣化)及び腐食速度を考慮した上で，外部容器の寿命を

評価し，適切な外部容器の厚さ等の仕様を導入することが重要と考える。 
 

４．理解の現状 
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4.1 モデル／試験研究 
廃棄体の力学特性については，廃棄体製作時の圧縮強度が主な力学特性に用いられている。低レベ

ル放射性廃棄体要求される技術基準においては，表1に示される強度が規定されている8)。 

 
表1 低レベル放射性廃棄物における力学的強度の規定値 

廃棄体の強度 

セメント 一軸圧縮強度：15kg/cm2以上 

プラスチック 硬さ値：25以上(デューロメータ法にて) 

廃棄体として埋設荷重強度を有すること 

 
基本的に表１に示される力学的強度を満足する廃棄体を製作することが原則となっている。 

既往研究においては，セメント系材料の劣化過程においての空隙量の増加から強度の変遷を評価

する研究も進行中である。一例として，水セメント比及び配合をパラメータとして劣化試験を実施

した際の細孔量と圧縮強度の関係を図１に示す9)。本試験に使用したセメント系材料はOPC，細骨材

は豊浦標準砂を使用し，劣化手法としては，電気化学的手法を用いて10V/cmの勾配により4ヶ月間

劣化促進試験を実施した。 
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図１より，細孔量

あれば，劣化速度と強

強度低下が認められる

低下することが示唆さ

金属廃棄物等の自

り，ある程度の強度を

 

図１ セメント供試体細孔量と圧縮強度の関係 9) 

と強度には明確な相関関係があり，細孔量を時間の関数で表現することが可能で

度の関係についても言及可能である。図より変質前後で 大１オーダー程度の

。従って，セメント系材料の変質による空隙量の増加に伴って，力学的強度は

れる。 
身に支持性を有する廃棄物は固型化材が劣化しても，金属廃棄物自身の剛性によ

維持できると考えられる。 
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4.2 経時変化予測 

廃棄体の力学特性の経時変化予測に関しては，廃棄体単独での解析は実施されていないのが現状で

ある。しかしながら，処分施設全体での初期応力解析，熱応力解析，膨潤応力解析，躯体沈下解析，

ガス圧解析，体積変化解析，クリープ解析を実施しており，その際の廃棄体の特性値としては，表２

に示される物性値を与えた上で解析を実施している。 
 

表２ 廃棄体の特性値 

 
弾性係数

(MPa) 
ポアソン比 

密度 

(g/cm3) 

熱伝導率 

(kJ/mh℃) 

比熱 

(kJ/kg℃) 

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 25000 0.2 2.4 2.56 1.1 

鉄(ｷｬﾆｽﾀ) 210000 0.3 7,86 78.9 0.452 

廃棄体 － 0.2 6.68 78.9 0.452 

水(ｷｬﾆｽﾀ内) － － 1.0 0.617 4.2 

水(間隙水) － － 0.25 － 0.0 

鉄(ﾊﾟｯｹｰｼ) 210000 0.3 7.86 78.9 0.452 

備品 

(鉄筋，取手) 
21000 － 7.86 － 0.452 

入力値 32300 0.184 3.85 6.03 0.816 

 
表２より，廃棄体の弾性係数，ポアソン比，熱伝導率及び比熱に関しては，コンクリートの数値を

使用し，物性値は，コンクリート標準示方書(土木学会)などの既存指針類より設定している。また，廃

棄体の密度はすべての廃棄体密度の平均値より算出し，その他の物性については，鉄と同様としてい

る。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

力学特性に関する現象の不確実性に関しては，後述の力学関連のWM-02から10までの力学的現象・

特性のFEPにて記述する。 

4.4.2 データに関する不確実性 

処分施設の種々の力学的特性値をコンクリートの値等により代表性を考慮した１つ値を設定して

いるため，個々の廃棄体構成物性の物性値ならびに環境の変化に応じた物性値の変化を考慮していな

いこととなる。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 河原ほか(2002)：TRU 廃棄物廃棄体の開発(1) 開発計画，日本原子力学会 2002 年秋の大会予
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ＷＭ－０２：廃棄体の応力 

 
１．名称 
廃棄体の応力（WM-02） 

 
２．概要 
廃棄体の応力は，廃棄体を構成する物質の力学特性で決まり，またその変化は，外的応力の作

用および，廃棄体構成物質の変質過程による体積変化による内部応力の発生，密度変化に起因す

る。発生した応力は，廃棄体周辺の充填材，緩衝材及び岩盤へ反力として伝わり，それらの力学

特性の変化をもたらす。さらに，廃棄体自身の力学特性，密度の変化をもたらす。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
廃棄体の処分後，容器が健全な時には，外力は容器(内部容器，外部容器)によって支持される

ことから，廃棄体内部へは顕著な応力は伝わらないと考えられる。廃棄体容器が経年劣化(コンク

リート容器)や腐食(金属容器)すると，容器から荷重を受けるようになる。また，発熱性廃棄体で

ある放射化金属は自らの熱膨張によって発生する応力がある。容器が破損した後には破損した容

器の腐食生成物及び廃棄体周辺の充填材，緩衝材から外力が伝わる。しかしながら，容器が経年

劣化・腐食すると，容器から荷重を受けるようになる。 

埋設後の容器に発生する応力の原因としては，地下水の緩衝材への浸入に伴う充填材を介して

の緩衝材膨潤圧，地下水の容器への到達による静水圧，母岩のクリープ変形や容器の腐食膨張に

伴う廃棄体周辺の圧密反力，及び容器の腐食に伴い発生するガスの蓄積圧力等が考えられる。外

部容器には，埋設後に数百～数万年間の放射性核種の物理的閉じ込め機能が期待されており，発

生応力により破損しない構造強度が必要となる。 

廃棄体に過度な応力が発生し，固化体に割れが発生すると廃棄体の表面積が増大することが考

えられる。廃棄体の表面積が増加すると，地下水との接液面積が増大することから，廃棄体成分

の溶解及び核種浸出率が増大する可能性が考えられる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
廃棄体の応力の発生機構としては，外部要因と内部要因に区分され，それぞれ以下の事象によって

応力が発生すると想定される。 

• 

• 

外部要因(外部荷重) 

・ 上載荷重 

・ 充填材の発熱膨張 

・ 地下水圧 

・ 緩衝材の膨潤 

・ 地震荷重 

内部要因 

・ 廃棄体の熱膨張 
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・ 廃棄体の腐食膨張 

・ ガス圧上昇 

・ 間隙発生 

上記の内部要因については廃棄体を構成する物質の力学特性，化学特性によって影響を受ける。 

廃棄体を構成する部材においては，硝酸塩，硫酸塩は可溶性塩であるために，地下水へ溶出し，間

隙を発生することが懸念される。 

硝酸塩に関しては，セメント間隙水中に多量に硝酸塩が存在することで条件によってはセメント系

材料の溶解が促進される可能性があることが報告されている1,2)。 

また，硫酸塩は，セメント成分との反応によりエトリンガイトを生成し，廃棄体の亀裂発生の要因

3)となる。 

セメント系材料においては，地下水と接触し，溶解変質することによって力学的強度が低下してい

く傾向に有る。 

金属容器に関しては，金属の腐食によって生成する腐食生成物により体積が膨張することが知られ

ている4,5)。更に，金属腐食によるH2ガス発生によるガス圧の上昇が懸念されるが，第１次TRUレポー

ト 4)においては，岩盤クリープや地圧に対して押し戻す方向に作用することから，岩盤の力学的安定性

に有利に働くと評価されている。 

 
4.2 経時変化予測 

第１次TRUレポート 4)における種々の応力解析を実施している。その設定値を表1に示す。 

 
表1 第１次TRUレポートにおける種々の応力解析での廃棄体物性値 

解析名称 弾性係数(MPa) ポアソン比 備考 

温度応力解析 32300 0.18 線膨張率：1.0E-05(1/℃) 

沈下解析 32000 0.18 単位堆積重量：0.0385MPa/m3) 

岩盤クリープ解析 32300 0.18 － 

体積変化解析 上記の値の1/10 － － 

 
しかしながら，廃棄体の種々の物性値はコンクリートや鉄の値で固定されており，物質ごとの設定

値及び環境変化に対応する設定となっていないこと，容器自身の剛性についても見込まれていないの

が現状である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
廃棄体の応力に関しては，岩盤からの外的な応力，内部要因による応力に関しての経時変化及び相

互作用についての不確実性が挙げられる。 
4.4.2 データに関する不確実性 

処分施設の種々の力学的解析においては，代表性を考慮した１つの設定値にて解析を実施している
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ため，個々の廃棄体構成物性の物性値ならびに環境の変化に応じた物性値の変化を考慮していないこ

ととなる。 
 
＜参考文献＞ 
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トの化学的浸食・溶脱に関するシンポジウム論文集，p.207． 
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リウムの影響，日本原子力学会 2003 年春の大会予稿集，O26． 
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ＷＭ－０３：アスファルト固化体の膨潤 

 
１．名称 
アスファルト固化体の膨潤（WM-03） 

 
２．概要 
余裕深度処分または地層処分対象となるアスファルト固化体としては、COGEMA から返還される

ビチューメン固化体とサイクル機構のアスファルト固化体があげられる。 

COGEMA ビチューメン固化体1）は低レベル廃液を化学共沈処理して得られたスラッジをストレー

トアスファルトで混練固化したものであり、1,200 本返還される予定である。 

サイクル機構のアスファルト固化体は、低レベル濃縮廃液とブローンアスファルトを加熱混

合・脱水して混練固化したものであり、現時点で約 30,000 本存在する。 

アスファルト固化体が地下水を吸収して膨潤することにより、放射性核種及び含有塩の浸出挙

動が変化するとともに、処分施設に力学的影響（膨潤圧による容器の破損、充填材及び構造躯体

のひび割れ等）を及ぼす可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
IAEA Technical report2)によれば、アスファルト固化体の膨潤または膨張はアスファルト中の

水の拡散と混合物の水の取り込みにより生起する。これらの現象により廃棄体の閉じ込め性が損

なわれる恐れがあることから、適切な廃棄体基準により防止または制限する必要がある。 

 
４．理解の現状 
4.1 モデル／試験研究 

可溶性塩を含有するビチューメン固化体の吸水、溶出及び膨潤は、ビチューメンの軟性と環境

温度に依存し、これらの現象はアスファルト固化体の浸出試験において観察されている。そのメ

カニズムは、図 1 に示すとおりである。 

 
図 1 可溶性塩を含むビチューメン固化体の吸水、溶出及び膨潤のメカニズム3) 
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Brodersen らによれば、ビチューメン固化体の吸水は表面付近において顕著であるため、小型

サンプルは大型サンプルよりも膨潤率が高く、Mol の試験結果に基づけば、実規模サイズ（SA/V=10

ｍ-1）の膨潤量（外挿値）は、約 0.4vol%/y である。 

しかしながら、可溶性塩（主要成分：NaNO3）を 43wt%含有した実規模ビチューメン固化体の浸

漬試験（浸漬期間：455 日）によれば、膨潤量は約 15vol%（1 年間では 10vol％）であり、上記推

定値より大きい（図 2参照）。 

 
図2 ビチューメン固化体の膨潤特性3) 

 
サイクル機構の試験結果4)に基づけば、アスファルト固化体は長時間水中に浸漬すれば、程度の差は

あるが、膨潤現象が生じ、浸出液と接触する固化体表面が海綿状となり、資料によっては大きく変形

することが報告されている。さらに、その後の試験5)においても、アスファルト固化体の供試体

（50mm）は浸漬期間 364 日 告されている。 
山口らの研究6）では、CO

験が実施されている。低酸素

和水では表面が変色して多少

には 50～80％程度膨潤した

潤した。 
膨潤圧測定試験 3)に基づけ

拘束下条件において膨潤圧は

る。当該圧力はドラム缶を破

象が起こりうるかどうかは全

 

後に 大 50％隆起することが報
GEMA ビチューメン固化体サンプル（40ｇ）を使用した 15 ヶ月の浸漬試

雰囲気では、室温で純水の場合にはほとんど膨潤しないが、モルタル飽

膨潤した。大気雰囲気では浸漬 6 ヶ月から変化が起こり、浸漬 15 ヵ月後

。浸漬温度が 60～90℃の場合には、小～中孔穴が多数発生して数倍に膨

ば、図 3 に示すように硝酸ナトリウムを含むアスファルト固化体の体積

時間とともに徐々に増加し、1 年後に４Bar（≒4atm）まで上昇してい

壊し、バリアにクラックを発生させるには十分な圧力であるが、この現

体処分システムに依存すると結論付けられている。 
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図 3 アスファルト固化体の膨潤圧試験の概要3) 

 
上記を踏まえて、アスファルト固化体中の廃棄物量は制限されており、処分環境下において重大な

事象には至らないと予想されるが、硝酸塩等の可溶性成分を含むアスファルト固化体について、処分

環境下における膨潤挙動及びその影響を検討した事例は見当たらない。 
しかしながら、わが国の余裕深度処分及び地層処分施設においては充填材、構造躯体及び緩衝材か

ら人工バリアが構成されており、かつ、処分深度が比較的深いことから、重大な事象には発展しない

と予想される。 
 
4.2 経時変化予測 

上記の試験結果に基づけば、ビチューメン固化体は地下水と接触した場合には比較的早期に膨

潤すると予想される。但し、これらは大気圧下における非拘束条件下における試験結果であり、

実際の処分場環境ではアスファルト固化体は充填材及び構造躯体等により拘束されており、その

膨潤量は制限されるとともに時間遅れが生じると予想される。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

アスファルト固化体の膨潤に関するナチュラルアナログ事例は、今回の調査範囲では見当たら

ない。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

浸漬試験等により、アスファルト固化体が非拘束条件下において膨潤することは明らかである

が、処分環境下における膨潤挙動が不明であり、かつ、その膨潤圧による処分施設への力学的影

響に関する試験・評価結果が少ないため、その影響については定量的に判断することが困難であ

る。 
4.4.2 データに関する不確実性 
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小型サンプルによる膨潤に関する試験評価は実施されているが、実規模固化体による試験は実施

されておらず、スケールサイズに基づく不確実性が存在する。 
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ＷＭ－０４：アスファルト固化体の変形 

 
１．名称 
アスファルト固化体の変形（WM-04） 

 
２．概要 
余裕深度処分または地層処分対象となるアスファルト固化体としては，COGEMA から返還される

ビチューメン固化体とサイクル機構のアスファルト固化体があげられる。アスファルト固化体は

粘弾性体であり，長期的には容器及び人工バリアが劣化することにより変形し，放射性核種及び

含有塩の浸出挙動が変化する可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
アスファルト固化体は，周辺環境温度が軟化点を超えた場合には変形して比表面積が変化さらには人

工バリア内に流出する可能性がある。 

また，廃棄体容器及び充填材が健全な期間はアスファルト固化体が変形することはないが，容器が腐

食または応力変形により破損した場合には，周辺岩盤の応力の影響により変形する可能性がある。 

 
４．理解の現状 
4.1 モデル・試験研究 

現在までの調査に基づけば，アスファルト固化体の変形に関するモデル・試験研究に報告は見当たらない

が，基礎的な物性値は蓄積・整備されている。 

COGEMA が，固型化材料として使用している 80/100 タイプのストレートアスファルトの軟化点は 30～53℃（35

～45wt％の乾燥固形分含有ビチューメン固化体の軟化点：45～60℃）である。サイクル機構が，固型化材料と

して使用しているブローンアスファルトの軟化点は 85±5℃1)である。アスファルト固化体自体の軟化点は，測

定されていない。 

アスファルトの硬さは，針入度により表現される。針入度はアスファルトの性質を示す重要な

物性であり，アスファルト固化体の変形に対する抵抗性を表すものであり，規定条件下において

規定の針が試料中に垂直に侵入した長さの 0.1mm を針入度＝１としている。また，軟化点はアス

ファルトの軟化する温度を表し，試料を規定条件下で加熱したとき，試料が規定距離まで垂れ下

がるときの温度である。針入度試験器及び軟化点試験器は図 1 及び図 2 に示すとおりである。 
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図-1 針入度試験器（一例）3) 

 

 

 
 

図-2 軟化点試験器（一例）3) 
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サイクル機構は貯蔵保管されているアスファルト固化体の針入度を測定しており，その範囲は

15～20 であることを確認している。また，浸漬試験前後においてアスファルト固化体の針入度を

測定しており，浸漬前は 16 付近であったものが試験後は 35～43 となったと報告 4)されている。

針入度は試験体の表面硬さを確認するものであるが，アスファルト固化体は水と接触して浸潤す

ることから，針入度が低下したものと考えられる。 

余裕深度処分においては処分深度 50～100ｍが想定されており，周辺環境温度が 30℃を超える

ことはない。また，地層処分においても，第１次 TRU レポート 2）において設定されている処分深

度 500ｍでは周辺環境温度は 30℃（地表面温度：15℃，地温勾配：３℃/100m）であり，軟化点を

超える可能性は低いことから，著しい変形に至る可能性は低いと考えられる。 
 
4.2 経時変化予測 

アスファルト固化体は，閉鎖直後の廃棄体容器及び充填材が健全な期間は変形することはないが，容

器が腐食または応力変形により破損した場合には変形する可能性がある。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

アスファルト固化体の膨潤に関するナチュラルアナログ事例は，今回の調査範囲では見当たら

ない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

わが国の余裕深度処分及び地層処分施設においては充填材，構造躯体及び緩衝材から人工バリ

アが構成されていること及び周辺環境がアスファルト固化体の軟化点を超える可能性は低いこと

から，著しい変形に至る可能性は低いと考えられるが，その変形量については試験・評価解析さ

れておらず，不確実性が残る。 
4.4.2 データに関する不確実性 

特になし 
 

＜参考文献＞ 

[1] 動力炉・核燃料開発事業団(1995)：アスファルト固化体，プラスチック固化体の評価試験

Ⅳ，PNC PN8410 95-372． 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[3] JIS K 2207 (1990)：石油アスファルト 

[4] 核燃料サイクル開発機構(1999)：アスファルト固化体の浸漬試験，JNC TN8430 99-007． 
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ＷＭ－０５：アスファルト固化体の流出 

 
１．名称 
アスファルト固化体の流出（WM-05） 

 
２．概要 
余裕深度処分または地層処分対象となるアスファルト固化体としては，COGEMA から返還される

ビチューメン固化体とサイクル機構のアスファルト固化体があげられる。アスファルト固化体は

粘弾性体であり，周辺環境温度が軟化点よりも高くなり，容器が破損した場合には流出する可能

性がある。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
アスファルト固化体は硝酸塩を含むとともに，固型化材料であるアスファルト自体が有機物で

ある。 
アスファルト固化体は粘弾性体であることから，周辺環境温度が軟化点を超え，かつ，容器が

破損した場合には充填材中に流出し，さらに構造躯体に有意なひび割れ等が生じた場合には，天

然バリア中に流出し，廃棄体からの核種放出メカニズムが変化する可能性がある。 
 
４．理解の現状 
4.1 モデル・試験研究 

現在までの調査に基づけば，アスファルト固化体の流出に関するモデル・試験研究に報告は見

当たらないが，軟化点等に関する基礎データは存在する。また，周辺環境温度はある程度想定可

能である。 

COGEMA が，固型化材料として使用している 80/100 タイプのストレートアスファルトの軟化点

は 30～53℃（35～45wt％の乾燥固形分含有ビチューメン固化体の軟化点：45～60℃）である。サ

イクル機構が，固型化材料として使用しているブローンアスファルトの軟化点は 85±5℃1)である。

アスファルト固化体自体の軟化点は，測定されていない。 

余裕深度処分においては処分深度 50～100ｍが想定されており，周辺環境温度が 30℃を超える

ことはない。また，地層処分においても，第１次 TRU レポート 2）において設定されている処分深

度 500ｍでは周辺環境温度は 30℃（地表面温度：15℃，地温勾配：３℃/100m）であり，周辺環境

温度が軟化点を超える可能性はない。 

したがって，アスファルト固化体が天然バリアに流出する可能性は極めて低いと考えられる。 
 
4.2 経時変化予測 

周辺環境温度が大きく上昇し，軟化点を超えることは想定しがたいため，アスファルト固化体

が流出する現象は起こる可能性は極めて低いと考えられる。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

アスファルト固化体の流出に関するナチュラルアナログ事例は，今回の調査範囲では見当たら
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ない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

余裕深度処分及び地層処分のいずれにおいても周辺環境温度がアスファルト固化体の軟化点を

超えることは想定しがたいことから，アスファルト固化体が天然バリア中に流出する不確実性は

極めて低いと考えられる。 
4.4.2 データに関する不確実性 

特になし 
 
＜参考文献＞ 
[1] 動力炉・核燃料開発事業団(1995)：アスファルト固化体，プラスチック固化体の評価試験

Ⅳ，PNC PN8410 95-372． 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

 

  Ｗ廃棄体-44 



ＷＭ－０６：廃棄体での亀裂発生 

 
１．名称 
廃棄体での亀裂発生（WM-06） 

 
２．概要 
廃棄体での亀裂が生じる原因としては，製造時の製作不良，発熱性廃棄物であると，崩壊熱に

よる熱応力，セメント成分の硫酸塩による浸出に伴うエトリンガイトの生成，金属の腐食膨張時

の応力，そして，ハンドリング過程における衝撃が考えられる。廃棄体の亀裂は，表面積を増大

させることや間隙構造を変化させることを通じて，固化体からの核種放出率に影響を及ぼす可能

性がある。 

更に，物理的な核種閉じ込め性能を期待する外部容器(金属容器)については，処分施設へ浸入

した地下水が接触することにより，外部容器の腐食が進行する。腐食により外部容器の板厚が減

少し，構造強度が周囲からの応力を支持しえなくなった段階で，外部容器は機械的に破損する。

外部容器は破損することで，放射線物質をその内部に閉じ込めておく機能を喪失する。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
廃棄体製作段階において，廃棄体中に亀裂が生じる要因としては，セメントの水和熱，乾燥収

縮，アスファルトの膨潤，廃棄物との配合ミス等によって，亀裂が形成される。この亀裂による

表面積の増大は，核種移行へ影響を及ぼす。また，製造から処分場内での定置に至るハンドリン

グ過程における衝撃の影響については，施設内での取り扱い高さを想定した落下試験が実施され

ている。 

処分施設における廃棄体の亀裂発生には，発熱性廃棄物の熱応力による固型化材の亀裂，セメ

ント及び樹脂廃棄物と地下水が接触し，硫酸イオンを浸出させることによって，廻りの固型化材

であるセメントと反応し，膨張亀裂の要因となりうるエトリンガイトを生成することによるもの

1)，廃棄体と地下水との接触により内容物が消失し(例えば，硝酸塩の溶出)，廃棄体内に間隙が増

加することによって，廃棄体の剛性が維持できなくて，破損すること，金属の腐食膨張による廃

棄体固型化材への亀裂が想定される。 

上記の種々の要因から廃棄体に亀裂が発生した場合，廃棄体の表面積が増加し，地下水との接

触水量も増加することから，核種固定化媒体の固型化材溶出速度の増大，廃棄物固定化物の核種

浸出率の増大が考えられる。 

また，割れの発生は廃棄体の強度自体にも影響を及ぼすことが考えられる。すなわち，割れの

発生によって強度が低下し，更に割れが発生することも考えられる。 

外部容器においては，破損した場合，物理的な核種閉じ込め機能を喪失すると共に，内部の廃

棄体に割れを発生させ，廃棄体の表面積を増大させることや間隙構造を変化させることが考えら

れる。表面積の増大や間隙構造の変化によって，地下水との接触量を増加させることにより，廃

棄体からの核種放出率に影響を及ぼす可能性がある。 
 
４．理解の現状 
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4.1  モデル／試験研究 

廃棄体の亀裂の発生要因は上記に記載した通り，以下の項目となり，それぞれ該当する FEP にて詳

細を記述するものとする。 

・ 廃棄体製作不良         ：廃棄体の製作不良，廃棄体の施工不良 

・ 発熱性廃棄物の熱応力      ：廃棄体の熱膨張 

・ 硫酸塩によるエトリンガイトの生成：廃棄体での硫酸塩影響 

・ 間隙の増大による剛性の消失   ：廃棄体の力学特性 

・ 金属腐食による腐食膨張     ：金属廃棄物の腐食膨張 
 
4.2  経時変化予測 

4.1と同様にそれぞれの該当するFEPにて詳細を記述する。 

 
4.3  ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4  不確実性 

廃棄体の亀裂は上記に記載した通り，種々の要因により発生すると考えられる。従って，亀裂発生

の不確実性も各要因に存在する不確実性の影響を受けると考えられる。それらについては，それぞれ

の該当するFEPの項で説明する。 

 
＜参考文献＞ 
[1]  荒井康夫(1993)：セメントの材料化学，改訂 2版，大日本図書，中央出版． 
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ＷＭ－０７：廃棄体の移動・沈下 

 
1．名称 

廃棄体の移動・沈下（WM-07） 

 
2．概要 

廃棄体は構造躯体の中でそれ自体が破壊することなく自立するよう設計する。安定性を大きく

するため(移動・沈下を抑制するため)廃棄体間の隙間をセメント系材料で充填することが考えら

れる 1)。 

 

3．安全性への影響機構と影響度合 

操業中の廃棄体の安定性は作業安全の観点から重要である。廃棄体は，構造躯体の内側でそれ

自体が破壊することなく自立するよう廃棄体間の隙間をセメント系材料で充填して定置される。

廃棄体定置領域での構造躯体は，処分する廃棄体の種類によって岩盤上または緩衝材上に設置さ

れる 1)。構造躯体が岩盤上に設置される場合，構造躯体設置後，廃棄体，充填材・埋戻し材の載

荷重，岩盤の長期クリープ変形による応力，再冠水による水圧，廃棄体の熱による応力の影響を

受け，移動や沈下を生じることが考えられるが，岩盤の剛性が極めて大きい場合は岩盤の弾性変

形のみが発生し，その変形量は非常に小さく処分場の安全性に大きな影響はないと考えられる。 

 

4．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

現在，廃棄体容器としてドラム缶を想定する場合，複数段積み上げるとドラム缶自体が大きく

変形する恐れがある。これは，廃棄体自身の強度の他に廃棄体製作に起因する固化状況に依存す

るものである。処分断面が大きい場合は，全段を同時に積み上げるのではなく，途中段階で充填

材を施工する必要がある。 
 

4.2 経時変化予測 

 該当なし。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

 該当なし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

廃棄体の製作及び処分施設の操業に係わる事象であるため，不確実性は特に存在しない。 
4.4.2 データに関する不確実性 

上記と同様である。 
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＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＷＭ－０８：金属廃棄物の腐食膨張 

 
１．名称 
金属廃棄物の腐食膨張（WM-08） 

 
２．概要 
金属廃棄物の種類については，放射化金属(ハル・エンドピース，CB，BP)，雑固体の不燃性廃

棄物(機器廃品等)である。この当該廃棄物の材質は，表 1に示されるとおりである(内部容器も含

む)。 

表 1 金属廃棄物の金属材料の概要 

廃棄物種類 金属材質 

ハル・エンドピース 
Ｚｒｙ－４，ＳＵＳ３０２，ＳＵＳ３０４Ｌ， 

Inconel－６００，７１８，Ｘ７５０ 

CB 
Ｚｒｙ－４，ＳＵＳ３１６Ｌ，ＳＧＳ－１９Ａ， 

Inconel－Ｘ７５０，ＸＭ－１９ 

A 型 ＳＵＳ３０４，Inconel－７１８ 
BP 

B 型 Ｚｒｙ－４，ＳＵＳ３０２，ＳＵＳ３０４Ｌ，Inconel－Ｘ７５０ 

雑固体(不燃性廃棄物) ＳＵＳ，炭素鋼 

２００Ｌドラム缶 ＳＵＳ，炭素鋼 
内部容器 

キャニスタ ＳＵＳ 

 
金属廃棄物の腐食膨張は，金属廃棄物の材質が腐食によって酸化物に変質し，体積が膨張する

ことによって起こる。金属廃棄物の腐食膨張は，腐食形態とその時の地下水成分に依存する。金

属廃棄体の腐食膨張により，廃棄体内部の応力が増加し，固型化材料のひび割れや外部容器の破

損の拡大につながる可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
金属廃棄物の腐食膨張は，金属廃棄物が腐食することによって生成される腐食生成物(酸化物)

と金属材質の密度の比較によって，体積膨張の有無が判断される。例えば，炭素鋼を例にすると，

炭素鋼の金属腐食膨張は，腐食生成物の密度が金属廃棄物の材質である炭素鋼の密度に比べて小

さいために体積が膨張することによって発生する。従って，廃棄体埋設後，地下水による金属廃

棄物の腐食と同時に，金属廃棄物の体積は膨張する。 

金属の腐食は，地下水と接触し，金属材料は腐食し，それに伴って体積変化し，初期状態から

体積膨張することによって，廃棄体内部の応力を増加させ，廃棄体を固形化しているセメント系

材料にひび割れを生じさせる。金属腐食膨張の応力は，腐食膨張が進むにつれて増加することに

よって，廃棄体の表面積を増大させ，地下水との接触量を増大させ，廃棄体の溶出速度を増加さ

せる可能性が考えられる。 
 
４．理解の現状 
4.1  モデル／試験研究 
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TRU廃棄物においては，人工バリア材として用いられる材料は，処分環境下において必ずしも熱力学

的に安定なものではなく，金属や有機物のように比較的早期に分解・腐食したり，セメントやベント

ナイトのように，より長期的に緩慢に変質する。このような人工バリア材特性の変化を伴う現象は，

新たな溶存成分の導入となって間隙水性状に影響を及ぼす。廃棄体領域では，材料と地下水性状との

相互影響のひとつとして，「金属の腐食」があり，金属種類としては表 1 に示した種類の金属が存在

する。鋼材の腐食生成物は体積が増加，間隙水を還元性に緩衝する。酸素が供給される環境において，

塩化物イオンが存在すると鉄の腐食が加速される。 

金属が腐食することにより生成される腐食生成物は，鉄の様々な酸化物／水酸化物であり，これら

の化合物は，溶液中に存在する他の金属イオンに吸着して共沈することが知られている。 

現状，金属廃棄物の腐食膨張に関しては様々な研究が実施されている。HLWにおけるオーバーパック

の例を引用すると，日本での地層処分を考えた場合，地下水の性質は降水系及び海水系のいずれも高

pH 型とされており，地下水によるオーバーパックの腐食速度は保守的に 0.04mm/年程度と考えらてお

り，厚さが0.19mのオーバーパックが4750年で全量腐食することになる。また鉄筋コンクリート構造

物の腐食ひびわれに関する研究から，オーバーパックの腐食後の体積が腐食前の 3 倍に膨張し，半径

方向に約0.15ｍ膨張すると仮定されている1)。 

第１次 TRU レポート 2)での地層処分対象となる金属廃棄物の金属腐食の処分環境下における腐食反

応は表2に示される反応式3)で想定されている。 

 

表2 TRU廃棄物処分における金属腐食反応式3) 

金属 プロセス 反応式 

好気性腐食 ４Fe+3O2 →2Fe2O3 

嫌気性酸化膜還元 ４Fe2O3+Fe→3Fe3O4 鉄(炭素鋼，SUS) 

嫌気性腐食 3Fe+4H2O →Fe3O4+4H2 

好気性腐食 Zr+O2       →ZrO2 ジルコニウム 
嫌気性腐食 Zr+2H2O   →ZrO2+2H2 

 
処分施設の主な金属腐食反応は，無酸素状態の嫌気性腐食であると考えられており，表 2 中の反応

式に示されるように，水素ガスを発生する。 

金属の腐食膨張については，金属が腐食することによって体積が膨張する。腐食膨張の程度は，腐

食生成物(酸化物)と金属材質の密度の比較によって，定量化される。例えば，炭素鋼を例にすると，

炭素鋼の腐食生成物の密度は炭素鋼の密度に比べて小さいため，体積が膨張することになる。 
 
4.2  経時変化予測 

金属腐食による体積変化については，あまり考慮されていないのが現状であり，腐食によって金属

廃棄物が消失するモデル形態となっており，実験による金属腐食速度の測定が実施されている。参考

に第１次TRUレポートにおける金属腐食速度を表3に示す 2)。 
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表3  第１次TRUレポートにおける金属腐食速度設定値 

金属 腐食環境 腐食速度(m/y) 

酸化 2.8E-04 
炭素鋼 

還元 5.0E-07 

酸化 1.0E-07 
SUS 

還元 3.0E-08 

酸化 1.0E-07 
Zr 

還元 3.0E-08 

  
さらに，金属の腐食に伴って発生する水素量を直接測定し，この水素ガス発生速度から求めた等価

腐食速度(以下，等価腐食速度という。)の評価実績がある4)，5)。それによると，炭素鋼：1.0E-07m/y(200

～500日の試験期間，pH＝10.5，Cl-濃度；20000ppm，35℃条件下)，ステンレス鋼：2.0E-08m/y(約 600

日の試験期間，pH＝12.4，Cl-濃度；3200ppm，35℃条件下)，ジルカロイ：5.0E-09m/y(約 600日の試験

期間，pH＝12.4，Cl-濃度；3200ppm，35℃条件下)となっており，TRU 廃棄物処分技術検討書の金属腐

食速度データとして適用されている6)。 

 
4.3  ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4  不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

金属の腐食挙動は金属が置かれた環境に応じて腐食生成物の生成機構は異なってくることから，処

分施設の不飽和－飽和の過程においての金属の腐食挙動は不確実性として挙げられる。 
また，人工バリア材との接触界面での腐食挙動，腐食生成物の生成位置についてもバリア材の設置

環境の境界条件によって変化するものと考えられる。 
4.4.2 データに関する不確実性 

腐食速度に関するデータについては様々な方法によって取得されている。処分施設における金属腐

食評価においては，金属は消失する評価体系が組まれている。その評価手法での不確実性が挙げられ

る。 
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ＷＭ－０９：外部容器の破損 

 
１．名称 
外部容器の破損（WM-09） 

 
２．概要 
TRU 廃棄物処分においては，地層処分システム性能の高度化及びハンドリングの効率化等の観

点から外部容器としてコンクリート製容器，金属製容器等の使用が検討されている 1)～7)。コンク

リート製外部容器の場合には，製造時の水和熱によるひび割れ発生等の可能性がある。また，コ

ンクリート製，金属製の外部容器ともに，定置後は処分施設に浸入した地下水と接触することに

より，セメント系材料が劣化したり，金属材料が腐食したりすることにより，外部容器の構造強

度が低下し，周囲からの応力を支持しえなくなると，機械的に破損する。 

外部容器にハンドリング性や処分効率の向上を期待している場合，ひび割れなどによる外部容

器の破損は，処分施設の操業時の安全性等に影響を及ぼす。また，地層処分システム性能の高度

化の観点から，放射性核種の物理的な閉じ込め性能を期待する場合には，外部容器の破損および

容器への地下水の浸透，腐食によるせん孔等により，その機能が喪失し，放射性物質の移行に影

響を及ぼすことが考えられる。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
外部容器にセメント系材料を使用した外部容器の場合，製造時の水和熱によりひび割れが発生

する可能性がある。ひび割れ等よる外部容器の破損は，処分施設の操業時の安全性等に影響を及

ぼすと考えられる。 
廃棄体の定置後，材料の劣化，腐食などにより外部容器の構造強度が低下し，周囲からの応力

を支持しえなくなると，外部容器は機械的に破損する。 
コンクリート製外部容器の場合に，容器が破損する機構としては，使用されたセメント系材料

と地下水の反応による劣化，及び使用された鉄筋の腐食等が考えられる。セメント系材料劣化に

は地下水の浸透量が影響すると考えられる。 
金属製の外部容器の場合，埋設後の外部容器が破損にいたるまでの期間は，埋設環境の力学的

条件が一定であるならば，外部容器の使用している材質の劣化速度や腐食速度によって決定され

ると考えられる。 
腐食は金属と環境の化学的相互作用であるから，腐食速度は環境の化学的条件に影響される。

環境の化学的条件としては，金属材料と接する間隙水に含まれる化学種の種類と濃度及び温度が

考えられる。 
外部容器に放射性核種の物理的な閉じ込め性能を期待する場合，外部容器の破損および，コン

クリート容器では内部への地下水の浸透，金属容器では腐食によるせん孔により，その機能が喪

失する。 
 

４．理解の現状 
4.1  モデル／試験研究 
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4.1.1 TRU 廃棄物処分用外部容器 

現状，TRU廃棄物処分への適用が検討されている外部容器の種類としては，リファレンス容器のほか，

ハル・エンドピースに適用する外部容器がコンクリート製２種，金属製３種であり，ハルエンドピー

ス以外に適用する外部容器がコンクリート製2種となっている。その構成物質は，表1，2に示される

とおりである1)～7)。 

 

表１ 外部容器の概要(ハル・エンドピース適用) 

外部容器 材質 

コンクリート容器Ⅰ 鉄筋コンクリート 

コンクリート容器Ⅱ 高強度高緻密コンクリート 

金属容器Ⅰ 炭素鋼 

金属容器Ⅱ 炭素鋼 

金属容器Ⅲ 炭素鋼外容器＋チタン 

リファレンス 炭素鋼＋モルタル充てん材 

 

表２ 外部容器の概要(ハル・エンドピース以外に適用) 

外部容器 材質 

コンクリート容器Ⅰ 鉄筋コンクリート 

コンクリート容器Ⅱ 防食鉄筋コンクリート 

リファレンス 炭素鋼＋モルタル充てん材 

 
上記の外部容器を用いた廃棄体については，現在，経済産業省の委託研究が行われている。そこで，

次項に外部容器の事例として，HLWのオーバーパック破損の検討について記述する。 

炭素鋼容器の破損に関しては，HLW 処分のオーバー-パックについて，研究されている 8)。オーバー

パックの場合，構造的な設計が適正に行われるならば，外部容器を破損させる主要因は腐食である。

腐食の形態は大きく分けて局部腐食と全面腐食に分けることができる。炭素鋼で，流動条件のない天

然水環境で生起し得る局部腐食形態は孔食，すきま腐食及び応力腐食割れである。孔食とすきま腐食

は炭素鋼のBulkの表面が不動態皮膜に覆われ，その不動態皮膜が局所的に破壊されることにより生起

する。また，これらの局部腐食が進展するためには，駆動力として不動態保持電流密度以上のカソー

ド電流を供給し得る酸素等の酸化剤のFluxが維持される必要がある。 

HLWオーバーパックの評価例では，処分施設環境中では炭素鋼は不動態化しにくいことが実験的に確

認されており 9)，孔食とすきま腐食が生起する可能性は低い。また，処分施設が地下水で飽和すれば，

これらの局部腐食が進展するために必要な酸素等の酸化剤のFluxが維持されないため，これらの局部

腐食は進展しない。応力腐食割れについては，Beavers らの検討 10)によれば，特に炭酸塩の濃厚な地

下水以外は生起の可能性は低いとされた。炭酸塩による応力腐食割れの場合でも，応力腐食割れ生起

臨界炭酸／重炭酸濃度は0.5N11)と言われている。ベントナイト間隙水中の 大値約0.1M (全て炭酸イ

オンとすると0.4N12))よりも高い値である。従って，応力腐食割れが炭素鋼オーバーパックに発生する

可能性は低い。以上のことから，HLWオーバーパックに局部腐食が発生する可能性は低く，主に全面腐

食の形態をとると考えられている。 

一方，TRU廃棄物処分における処分環境では，セメント系材料を使用していることから，処分施設の

間隙水が高 pH になる。この高 pH 領域においては炭素鋼の不動態化による局部腐食の発生によってガ
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ス発生に関わる腐食速度が増加する可能性が指摘されている。高pH環境における炭素鋼の腐食挙動に

ついてのデータが不足しているため，データ取得のための研究が進行中である。 

 
4.2 経時変化予測 

外部容器の破損に関わる経時変化については，腐食の面では評価実績はない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4  不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

外部容器の破損に係わる金属の腐食挙動は金属が置かれた環境に応じて腐食生成物の生成機構は異

なってくることから，処分施設の不飽和－飽和の過程においての金属の腐食挙動は不確実性として挙

げられる。また，セメント系材料を使用した外部容器についても材料が普通ポルトランドセメント以

外のセメントを使用する場合は，変質挙動把握が充分でないため，破損の現象に不確実性が挙げられ

る。 
4.4.2 データに関する不確実性 

腐食速度に関するデータについては様々な方法によって取得されている。処分施設における金属腐

食評価においては，金属は消失する評価体系が組まれている。その評価手法での不確実性が挙げられ

る。 
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ＷＭ－１０：外部容器の腐食膨張 

 
１．名称 
外部容器の腐食膨張（WM-10） 

 

２．概要 
外部容器の腐食膨張は，外部容器の材質が腐食によって酸化物に変質し，体積が膨張すること

によって起こる。TRU 廃棄物処分で検討されている外部容器としては，金属製容器及びコンクリ

ート製容器があるが 1)～7)，ここでは金属製容器の腐食膨張，及びコンクリート製容器に使用され

る鉄筋の腐食膨張について検討する。外部容器の腐食膨張は，容器にかかる外部応力を増加させ，

外部容器の破損等につながる可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
外部容器の腐食膨張については，金属が腐食することによって体積が膨張する 8)～10)。腐食膨張

の程度は，腐食生成物(酸化物)と金属材質の密度の比較によって，定量化される。例えば，炭素

鋼を例にすると，炭素鋼の腐食生成物の密度は炭素鋼の密度に比べて小さいため，体積が膨張す

ることになる。 

金属を使用した部材が腐食すると，体積膨張するとともに腐食に伴って体積膨張が発生すると

伴に隣接する人工バリア材に応力・変形を発生させると考えられる。このような応力・変形の発

生はセメント，コンクリート構造物に対する亀裂発生の要因となり得ると共に，緩衝材に対して

変形や流出の要因ともなり得る。更に，発生した応力が部材の強度を上回る場合には，部材の破

損が発生する 11),12)。 

金属の腐食膨張による応力は，腐食膨張が進むにつれて増加する。応力が容器の残留耐力を超

えると容器そのもの破損につながる。また，充填材にひび割れを生じさせることも考えられる。 

鉄筋コンクリートを使用した外部容器では，鉄筋の腐食による体積変化によって，コンクリー

トのひび割れの拡大等が進行し，容器そのものの破損につながる。 

このように外部容器の腐食膨張は，容器にかかる外部応力を増加させ，外部容器の破損，物理

的な核種閉じ込め機能の喪失につながる。外部容器が破損すると，廃棄体と地下水との接触量が

増大することによる廃棄体の溶出速度増加の可能性が考えられる。 

 
４．理解の現状 
4.1  モデル／試験研究 

TRU廃棄物処分においては，外部容器の研究がまだ途上にあるため，腐食膨張については，まだあま

り検討されてはいない。 

HLW処分おいては，鋼製オーバーパックの腐食膨張が検討されており，鉄筋コンクリート構造物の腐

食ひびわれに関する研究から，オーバーパックの腐食後の体積が腐食前の 3 倍に膨張すると仮定され

ている。また，オーバーパックの腐食膨張によって，緩衝材に加わる応力を解析的に求めた結果では，

緩衝材の応力比（せん断応力／平均有効応力）が特に大きな範囲はオーバーパック周辺に限定され，

緩衝材はほぼ力学的には安定した状態にあると推定されている。また，母岩に作用する応力について
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も，初期値圧を超えるような内圧は発生しないことが示されている10),13)。 

 

4.2  経時変化予測 

TRU廃棄物処分においては金属腐食による体積変化については，あまり考慮されていないのが現状で

あり，腐食によって金属廃棄物が消失するモデル形態となっている。 

HLW処分の検討においては，保守的に評価した地下水によるオーバーパックの腐食速度を用いてオー

バーパックが全量腐食する年数と半径方向の膨張が仮定されている10）。 
 

4.3  ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4  不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

金属の腐食挙動は金属が置かれた環境に応じて腐食生成物の生成機構は異なってくることから，処

分施設の不飽和－飽和の過程においての金属の腐食挙動は不確実性として挙げられる。 
また，人工バリア材との接触界面での腐食挙動，腐食生成物の生成位置についてもバリア材の設置

環境の境界条件によって変化するものと考えられる。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 
腐食速度に関するデータについては様々な方法によって取得されている。処分施設における金属腐

食評価においては，金属は消失する評価体系が組まれている。その評価手法での不確実性が挙げられ

る。 
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ＷＣ－０１：廃棄体の化学特性 

 
１．名称 

廃棄体の化学特性(WC-01) 

 
２．概要 

廃棄体の化学特性は，廃棄体を構成する物質の化学組成によって特徴付けられる。廃棄体を構

成する物質としては，固型化材，内容物，及び容器に分類される。この廃棄体を構成する物質は，

地下水との反応によって変化する。よって，廃棄体の化学特性は廃棄体の水理特性，力学特性，

物質移行特性に影響することにより核種移行に影響する。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
廃棄体構成物質の化学組成によって決まり，核種放出率を規定する重要因子である。構成する

物質に基づいた廃棄体のパターン分類を表 1に示す。 

 

表 1 廃棄体のパターン分類 

内容物 処理方法 容器 

内容物 含有物 処理方法 固型化方法 内容器 外容器 

①無機物 
②有機物 
③金属類 
④焼却灰 
⑤その他 

①なし 
②NaNO3 
③TBP 
④有機物 
⑤その他 

①未処理 
②焼却 
③溶融 
④焼却＋溶融 
⑤乾燥・造粒 
⑥圧縮 
⑦水熱固化 
⑧その他 

①セメント混練固化 
②セメント充填固化 
③アスファルト固化 
④プラスチック固化 
⑤ガラス固化(HLW) 
⑥その他 
⑦未使用 

①200Lドラム 
②キャニスタ 
③角型容器 
④その他 

①未使用 
②コンクリート製容器 
③金属製容器 

 
廃棄体が地下水と接触する事によって，廃棄体成分が溶出し，処分施設内の間隙中の化学的

特性，廃棄体の間隙を変化させ，水理特性(透水係数)や力学特性に影響を与えると共に，核種の

分配係数や拡散係数に影響を与える。 

核種移行の前提としては，地下水が廃棄体に接触し，廃棄体成分の溶出，廃棄体内容物(溶融

体，水熱固化体等)の溶解及び変質にともない放射性核種が地下水中に溶出する。廃棄体の変質

挙動は，廃棄体構成物質の化学特性及び接触する溶液の組成やpHにより影響される。廃棄体を構

成する固型化材，内容物，容器(外部容器も含む)のうち，固型化材，内容物に着目すると，廃棄

体の固型化材及び内容物は，間隙水と化学的相互作用を起こすことにより，間隙水の化学的性質

を変化させる。間隙水の化学的特性（pH，Eh，イオン濃度等）は，核種の沈澱や溶解度に影響を

与える。それに伴って，廃棄体自身の化学特性は初期状態から経時的に変化することが考えられ

る。この間隙水の化学的性質の変化と廃棄体の化学的な変質によって，核種の収着・浸出機構が
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変化し，廃棄体中での核種移行へ影響を与えることが想定される。従って，廃棄体を構成する物

質の化学特性及び地下水の化学組成が廃棄体の変質挙動を決定する重要なパラメータとなると

考えられる。 

廃棄体の容器のうち，核種閉じ込め性を期待する外部容器は，コンクリート容器及び金属容

器が想定されているが，その核種閉じ込め機能は間隙水との地下水反応によるコンクリートの劣

化挙動と腐食によって決まる。すなわち，コンクリートの劣化及び腐食の進行によって，外部容

器が貫通し，地下水が廃棄体に接し，核種が溶出する。また，コンクリートの劣化過程における

膨張性二次鉱物の生成や金属腐食生成物の生成によって体積が膨張し，体積膨張による応力を介

して廃棄体の割れや，緩衝材の応力などに影響を及ぼすことが考えられる。また，金属容器につ

いては，腐食による肉厚減少や環境脆化（応力腐食割れなど）よって力学的強度が低下し，外部

容器が破壊することも考えられる。外部容器の化学特性は，地下水との化学反応を通じて，外部

容器の劣化・腐食挙動に影響を与える。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
廃棄体の化学特性としては，廃棄体を構成する物質と地下水の化学組成に依存するところが大きい。

表－１より，廃棄体の化学特性を纏めるにあたって着目すべき物質は以下となる。 
・ 固型化材：セメント系材料，アスファルト 
・ 内容物 ：有機物(＝プラスチック)，無機物(焼却灰も含む)， 

金属類(雑固体，放射化金属) 
・ 含有物 ：NaNO3，TBP，有機物 
・ 容器  ：金属，コンクリート 

固型化材料及び内容物についての化学特性を以下に記す。 
 
4.1.1  セメント系材料(容器のコンクリートも含む) 

セメント系材料の化学特性については，セメント種類によって成分が異なるが，セメントの水和反

応により硬化後の鉱物組成によってその化学特性が特徴付けられる。セメント系材料にはポルトラン

ドセメントが広く用いられており，我が国の規格（JIS R 5210-1978）で普通，早強，超早強，中庸

熱，耐硫酸塩の５種類に区分される。ポルトランドセメントの化学性分例を表2に示す1)。 

 

  Ｗ廃棄体-61 



表2  ポルトランドセメントの成分例1) 

 
なお，第１次 TRU レポートにおいては，セメント系材料として普通ポルトランドセメントを例とし

て挙げている2)。 

セメントにはポルトランドセメントの他に，コンクリートの品質，改善を目的として高炉スラグ，

シリカフューム，フライアッシュ等の混和材料を加える場合があり，それぞれ高炉セメント，シリカ

セメント，フライアッシュセメントとして日本工業規格（JIS）に規格化されている。 

また，高アルカリ環境下における緩衝材の劣化，構造躯体中鉄筋等の鉄材料の腐食及びそれに付随

して生じるガス発生量の増加に対する懸念から低アルカリセメントの開発が行われている。核燃料サ

イクル開発機構ではポルトランドセメントにシリカフュームを多量に加えた材料（HSFC）が検討され

ている3)。また，電力中央研究所ではセメント原材料からクリンカーを得る焼成過程を変更し，更にシ

リカフュームを加えた材料（LAC）が検討されている4)。いずれの材料もセメント水和物中の水酸化カ

ルシウムの低減を目標としており，pHが10～11の範囲となる材料であることが確認されている。ただ

しこれらの試験は現在進行中の研究である。 

 
4.1.2  アスファルト 

TRU廃棄物において対象とされているアスファルト固化体は，JNC再処理操業廃棄物の低レベル濃縮

廃液のアスファルト固化体と返還低レベル廃棄物のビチューメン固化体である。JNCのアスファルト固

化体のアスファルトは，ブローンアスファルトを使用している。一方，返還低レベル廃棄物のビチュ

ーメン固化体のビチューメンは，ストレートアスファルトが使用されている。アスファルト固化体は，

廃棄物塩を高濃度で含むため純粋なアスファルトとは異なる性質を持つ。 

 
4.1.3  プラスチック 

TRU 廃棄物において対象とされているプラスチック固化体は，JNC 再処理操業廃棄物の廃溶媒(TBP)

のプラスチック固化体である。使用されている物質は，PVCまたはエポキシ樹脂である。本廃棄体はプ
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ラスチック固化体の周りにセメントを充填して廃棄体とすることが想定されている。 

 
4.1.4  金属 

金属については，含有される金属種類による。第１次 TRU レポートにおける TRU 廃棄物に含まれる

金属廃棄物の概要を表3に示す 2)。 

金属に関しての化学特性は，地下水との反応による腐食反応によるガス発生について検討が進めら

れている。 
 

 
表 3 金属廃棄物の金属材料の概要 

廃棄物種類 金属材質 

ハル・エンドピース 
Ｚｒｙ－４，ＳＵＳ３０２，ＳＵＳ３０４Ｌ， 

Inconel－６００，７１８，Ｘ７５０ 

CB 
Ｚｒｙ－４，ＳＵＳ３１６Ｌ，ＳＧＳ－１９Ａ， 

Inconel－Ｘ７５０，ＸＭ－１９ 

A 型 ＳＵＳ３０４，Inconel－７１８ 
BP 

B 型 Ｚｒｙ－４，ＳＵＳ３０２，ＳＵＳ３０４Ｌ，Inconel－Ｘ７５０ 

雑固体(不燃性廃棄物) ＳＵＳ，炭素鋼，Ａｌ(ＨＥＰＡ) 

２００Ｌドラム缶 ＳＵＳ，炭素鋼 
内部容器 

キャニスタ ＳＵＳ 

 
4.1.5  含有物(NaNO3，TBP，有機物，その他) 

含有物の種々の化学特性は，NaNO3は中性塩であり，易溶性の物質であることに対して，TBP は水に

難溶性の物質である。従って，NaNO3は易溶性であることから，地下水と接触して溶解することにより，

高硝酸濃度のプルームを形成し，処分施設を構成する種々の人工バリア材の核種移行パラメータへ影

響を及ぼすことが懸念される。さらに，硝酸塩を含有しない処分坑道への硝酸塩が移行することによ

って，硝酸塩を含有しない廃棄体の核種閉じ込め性への影響も考えられる。NaNO3を含有する廃棄体は

民間，JNCの低レベル濃縮廃液起源の廃棄体と返還低レベル廃棄物のビチューメン固化体である。NaNO3

における人工バリア材の物理特性・化学特性への影響については現在研究が進行中である。 

一方，TBPは再処理工場における溶媒抽出工程で硝酸溶液中に溶解した核種(特にPu，U)を抽出する

物質として使用される。特性としては，硝酸や放射線に比較的安定な物質である。TBPの処分環境にお

ける挙動に関する知見については見当たらないが，米国の部ルックヘブン国立研究所において，廃棄

体の製作におけるセメントへの TBP の混入に関する研究例として，10%までのレベルにおいては，TBP

がセメント中に満足に閉じ込められることが実証されている5)，6)。TBP は油分の一種であることから，

セメント基材中のオイルの存在は固化体の化学的性質(核種閉じ込め性等)を妨げるような副次的な影

響が現れることが懸念される。 

後に有機物についての化学特性については，有機物種類と処分環境における存在形態に依存する。

第１次TRUレポートにおけるTRU廃棄物に含まれる有機物種類を表4に示す 2)。 
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表4 廃棄体中に含有する有機物種類 

廃棄体 有機物種類 備考 

アスファルト固化体 

ビチューメン固化体 

アスファルト 

ビチューメン 
－ 

プラスチック固化体 プラスチック － 

可燃性廃棄物 セルロース 
処理方法によって残存しな

い可能性がある 

難燃性廃棄物 塩化ビニル，ゴム類 
処理方法によって残存しな

い可能性がある 

不燃性廃棄物 
パッキン類(フッ素ゴム，エ

ピクロロヒドリンゴム) 

処理方法によって残存しな

い可能性がある 

 
表4に示す有機物の種々の影響については，該当FEPの廃棄体での有機物影響にて詳細を記述する

こととする。 

また，その他の物質としては，硫酸塩が想定される。硫酸塩は硫酸イオンと廃棄体中のセメント成

分との反応によるエトリンガイト生成に関する影響が考えられる。エトリンガイトは膨張性のあるセ

メント鉱物であるため，エトリンガイトが生成することによって，廃棄体の亀裂発生の要因7)となり，

核種移行への影響が懸念される。 
 
4.2 経時変化予測 

廃棄体の化学特性のうち，セメント系材料については，地下水との反応による溶解劣化評価モデル

がいくつかのアプローチで構築されている。また，NaNO3については，廃棄体から溶出した NaNO3の間

隙水中の濃度変化を経時的に評価した解析も実施されており，NaNO3の処分環境における化学形態変遷

の確認試験，核種の収着影響，人工バリア材変質挙動への影響の確認試験が進行中である。しかしな

がら，その他の廃棄物(特に，TBPやパッキン類)の評価については，現状の知見が乏しいこと，安全評

価上の影響度合いが不明確なことから解析及び評価までに至っていない。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

廃棄体の化学特性において，セメント系材料に関するナチュラルアナログについては，以下の知見

が存在する。 

セメント系材料に関するナチュラルアナログ研究は例えばヨルダンのマカリンにおける研究が有名

であるが，それらはセメント系材料と地下水との反応やセメント系材料の変質に着目している場合が

多い。ただし長期の材齢を経たセメント系材料の水和物の状態に着目した事例は存在する。例えば小

樽港の南防波堤（1899年建設）と北防波堤（1909年建設）より採取したコンクリートコアを調査した

事例8)では，コアの発熱速度が測定され未水和のアルミネート，フェライトが比較的多く存在している

ことが推定されている。ただし調査対象となったコンクリートは，水-セメント比が現在使用されてい

るセメント系材料とは大きく異なっているため，その適用については注意を要する。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
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廃棄体を構成する物質において，硝酸塩，硫酸塩，有機物影響，アスファルトの影響に関しては種々

の研究が進められているが，TBP 等の影響に関しては処分環境における挙動に関する知見については

見当たらない。 
 
4.4.2 データに関する不確実性 

セメント系材料を用いた廃棄体の化学特性に関しては，セメント水和物の生成量のモデル化では，

特にアルミニウムを含有する水和物については化学条件によって異なる生成物となると考えられてい

る。また，セメント鉱物の熱力学データに関しては不足しており，文献調査や試験検討が現在におい

ても進められている。 
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ＷＣ－０２：廃棄体での溶質移動 

 
１．名称 

廃棄体での溶質移動(WC-02) 

 
２．概要 
廃棄体での溶質は，地下水中にもともと溶存するイオン種の他に構造躯体や緩衝材からの溶出イオン，

廃棄体中に含有する硫酸塩，硝酸塩などの人工バリアを変質させる可能性があるイオン種，鋼材の腐食

の要因となる溶存酸素がある。これらの溶質は主に移流，分散，拡散現象に従って移動するものと考え

られるが，溶質が高濃度で存在した場合や発熱性の廃棄物の影響により廃棄体中の間隙水に密度差が生

じた場合には，密度流や熱対流を生じ溶質の移動方向が変化する可能性がある。また溶質はその種類に

よっては廃棄体中のセメント系材料に収着され，またセメント系材料との反応により沈殿する可能性も

ある。これらの溶質が移動することにより廃棄体や廃棄体と境界を接する充填材等の変質を促進する可

能性がある 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
廃棄体マトリクスは，固型化材(セメント系材料，アスファルト)，内容物(硝酸塩，硫酸塩等)及び容

器で構成される。廃棄体での溶質移動は，もともと存在する間隙，ひび割れや廃棄体間の界面において

起きると考えられる。 

廃棄体での溶質移動はドライビングフォースの違いにより， 
・ 地下水流動による移流・分散 
・ 濃度勾配による拡散 
・ 地下水の密度差による密度流 
・ 温度差による熱対流 

の４種類が考えられ，溶質の移行する速度に影響する。周辺岩盤よりも十分低透水性の緩衝材を施工す

る施設では，廃棄体中の地下水流速が極めて遅くなるため，拡散が溶質移動に対して重要となる。緩衝

材を施工しない施設でも充填材や構造躯体が低透水性を担保する処分施設閉鎖後の初期においては拡散

が溶質移動に対して重要となる。一方，緩衝材を施工する施設で変質などの要因により緩衝材の低透水

性を担保できない場合や，緩衝材を施工しない施設で構造躯体と充填材がひび割れの発生などにより低

透水性を担保できない場合には，廃棄体中の地下水流速が速くなり移流・分散が重要となる可能性があ

る。 

廃棄体の間隙水には，地下水中にもともと溶存するイオンが存在する。また，廃棄体を構成す

る物質であるセメント水和物からK+，Na+といったアルカリ成分やCa2+が溶解する。更に，硫酸イ

オンや硝酸イオンが廃棄体内を移行する。更に構造躯体からは，処分施設外からの地下水溶存イ

オンや構造躯体や緩衝材からの溶出イオンが充填材内に移行する。廃棄体から溶出する硫酸イオ

ンは，セメント系材料と反応することによって，エトリンガイトを生成し，ひび割れを生じさせ

る要因となる可能性がある。また，硝酸イオンは，セメント系材料の変質を促進する可能性があ

る。 
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４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動による移流・分散 
移流による溶質の移動は，地下水流動によって間隙中の地下水自体が移動し，その移動に従って溶解

している溶質も移動する現象である。地下水流動は上流側と下流側の２点間に全水頭差が生じた場合に

起こる。処分施設内の全水頭分布は，施設周辺の母岩中の地下水流動と処分施設内の各部位の水理特性

によって支配されている。 
また廃棄体層での地下水流動は，連続して貫通する間隙やひび割れといった水みちの内部で生じ，

個々の水みちでの移行経路長の違いから溶質の到達時間に差が生じる。また個々の水みち内においては

希釈も生じる。分散はこの様な移行経路長の差や希釈割合の違いによって起きる。溶質の分散の度合い

は分散係数により表現される。 
また，モデルの観点からは，多孔質媒体モデルが用いられることが多く，また次項の拡散を含め，移

流・分散・拡散方程式を支配方程式とした物質移行解析が実施されることが多い。 
 
4.1.2 濃度勾配による拡散 

地下水を構成する水分子や地下水中に溶存するイオン種は熱運動により互いに衝突しており，地下水

中のイオン種は不規則に位置を変えている。この現象はブラウン運動と呼ばれており，拡散はイオン種

の熱運動やブラウン運動に起因する。拡散のドライビングフォースは，イオン種の濃度勾配である。 

第1次TRUレポート1)では，緩衝材が十分な遮水性能を発現した場合には処分施設内は拡散支配とな

ると考えており，このため拡散現象は施設内の溶質の移行に対して重要である。また移流による溶質の

移行は，充填材中の比較的径が大きな連続する間隙やひび割れ内で起きるのに対し，拡散は充填材に存

在する全ての空隙に対して起きる現象である。モデル化の観点からは，前項の移流・分散を合わせて，

移流・分散・拡散方程式を支配方程式とした物質移行解析が実施されることが多く，拡散の度合いは拡

散係数により表現されている。 
 
4.1.3 地下水の密度差による密度流 

密度流は重力流と呼ばれており，流体の密度差がドライビングフォースとなり地下水流動が生じる現

象である。密度流を扱った問題としては，例えば沿岸地域に見られる塩水くさびの問題がある。地下水

流動系には，陸地から海洋に向かう降水系地下水と海洋から陸地内に侵入した海洋系地下水が存在し，

それぞれが全く別の地下水流動系を形成している場合も考えられる。このため，処分施設が沿岸地域に

設置された場合には密度流が問題となる可能性がある。 
また，密度流は塩水／淡水境界の問題に限らず充填材中の塩濃度が大きい場合にも生じる場合が考え

られる。しかし充填材に限れば溶質の移行距離も短く，また密度流を生じることにより溶質と充填材な

どの処分施設内の各部位との反応が変わるわけではないことから移動方向および地下水流速の変化以外

には密度流に特化した現象は見当たらない。 
密度流に関する試験研究は，主に沿岸地域の塩水汚染問題を扱ったものが多く，処分施設内を対象と

した検討は見当たらない。 
 

4.1.4 温度差による対流 
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対流は，温度により生じた流体の密度差により地下水流動が生じる現象である。 

TRU廃棄物の中には放射性核種の崩壊により発熱する廃棄物があり，崩壊熱は熱伝導によって伝播す

る。このため廃棄体を高温域とした温度勾配を生じ対流を生じる可能性がある。第1次 TRU レポート 1)

において施設周辺の温度変化を確認するために実施した熱解析の結果によれば，施設の温度は母岩が堆

積岩，結晶質岩であった場合とも処分施設の閉鎖後10年程度でピークを迎え，その後は序々に温度が低

下する結果が得られている。このため例え対流を生じたとしても，処分施設閉鎖後の初期に限られると

考えられる。 
 
 
4.2  経時変化予測 

処分施設閉鎖後，処分施設は周辺の母岩からの地下水の浸入を受け，処分施設は再冠水する。処分

施設の再冠水中より施設周辺の母岩中の地下水に溶存していたイオン種が処分施設内へ移行し，また

緩衝材や構造躯体では溶出成分の溶解が開始する。また処分施設内に浸入した地下水は， 終的に廃

棄体にも浸入し，廃棄体中の硝酸塩，硫酸塩等の人工バリアを変質させる可能性がある塩が溶出し，

これらも充填材中に移行する。処分施設が再冠水するまでの期間については第1次TRUレポート 1)では

300年の記載がある。処分施設の再冠水後，処分施設周辺の地下水流動場は定常に近づいていくが，地

下水中にもともと溶存するイオン種，緩衝材，充填材，構造躯体からの溶出イオン種，また廃棄体か

らの硫酸塩，硝酸塩等の浸出イオン種の移行は継続的に起きる。 

 
4.3  ナチュラルアナログ 

該当無し 
 

4.4  不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 

ひび割れの規模，空間的分布，発生時期 • 

• 

• 

ひび割れの臨界ひび割れ幅 
低動水勾配下における移流による溶質移動 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし 
 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検討

書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＷＣ－０３：廃棄体と地下水との反応 

 
１．名称 

廃棄体と地下水との反応（WC-03） 

 
２．概要 

廃棄体を構成するマトリクスと地下水との反応は，核種移行・物質移動プロセスを評価する上

で重要な項目である。また，地下水との反応による廃棄体を構成する物質の経時変化・劣化につ

いても核種移行・物質移動プロセスを評価する上で重要な項目である。その決定因子は，廃棄体

を構成するマトリクスと地下水の化学特性・化学組成である。 
廃棄体の地下水との反応は，処分施設の地下水化学と密接に関係し，廃棄体の溶解変質に影響

をおよぼす。また，廃棄体から溶出した成分によって地下水の化学的特性を変化させ，核種の沈

澱・溶解，収着，拡散といった物質移動プロセスにも影響を与える。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
廃棄体と地下水との反応においては，廃棄体を構成するマトリクスごとに分類する必要がある。廃

棄体の構成物質のうち，固型化材はセメント，アスファルトの 2 種類であり，セメント，アスファル

トも共に地下水と接触することによって，溶解変質する。 

セメントについては，成分の溶出によって間隙水のpHが変遷的に高くなり，その高pHの間隙水が

移行することによって，高pH環境が形成され，処分施設を構成する緩衝材の物理・化学特性へ影響す

る。更に，地下水との反応によって，セメント成分の溶出・二次鉱物の生成が進行し，間隙構造が変

化する。このことによって，セメントに対する核種の収着機構が変化することによって，核種移行へ

影響を及ぼすことが考えられる。 

アスファルトについては，地下水と接触することによって，地下水中のTOC濃度を上昇させる傾向

がある。更に，劣化生成物の生成，含有塩の溶出が地下水との反応機構として挙げられる。地下水の

化学特性を変化させることによって，核種移行へ影響を及ぼすことが考えられる。 

廃棄体構成物質のうち，内容物に着目すると，化学物質(硝酸塩，硫酸塩)と金属におおよその分類

をすることができる。化学物質については，硝酸塩は地下水と接触することによって，溶解し，地下

水のイオン強度を増加させると共に化学特性に影響を与える。この硝酸塩が溶解した地下水が処分施

設を移行することによって，人工バリア材の物理的・化学的な特性(核種移行パラメータ：核種の収着，

核種の拡散，人工バリア材の透水係数)に影響を与えることが懸念される。硫酸塩については，地下水

中に溶解した硫酸イオンとセメント成分が反応し，エトリンガイトを生成することによる体積膨張に

よって，廃棄体のひび割れの要因となりうる。また，硫酸根が，人工バリア材中の間隙水まで移行し，

セメント成分と反応し，エトリンガイトを生成した場合には，エトリンガイトの体積膨張による人工

バリア材中のひび割れの原因ともなりうる。このひび割れの生成によって，処分施設内の水理場が変

化し，核種移行へ大きな影響を及ぼすことが考えられる。金属については，地下水との接触によって，

腐食することが考えられるが，腐食による腐食生成物の生成による体積膨張が，廃棄体周辺の固型化

材，人工バリア材(充填材)にひび割れの要因となりうる可能性があり，ひび割れの生成による核種移

行の増大が考えられる。更に，金属腐食に伴うガス発生による処分施設内圧力の増加，内圧増加によ

  Ｗ廃棄体-69 



る処分施設からの間隙水の押し出し，人工バリア材の破壊が考えられ，処分施設からの核種の放出に

影響を与える。なお，金属の腐食については，廃棄体の腐食の項にて詳細に記述する。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 廃棄体成分と地下水の反応  
以下に廃棄体成分と地下水の反応についての試験研究について以下に記述する。 

(1) セメント系材料と地下水の反応 
廃棄体の地下水との反応については，セメント系材料と地下水との反応による溶解劣化挙動の確

認研究が実施されている。地下水との反応によりセメント系材料の溶解劣化モデルには初期水和鉱

物の設定方法に関して，数種類のアプローチからのモデルが構築されている。 

Greenberg＆Chang によれば1)，固相中に CSH ゲルしか存在しないケースを考えると，CSH ゲルの

Ca-Si比がある点より大きい場合は，非調和溶解であり，この時に接触している地下水のpHは，連

続的に変化する。また，ケイ素よりもカルシウムの方が選択的に溶解するため，CSHゲル中のCa-Si

比も変化する。一方，Ca-Si比が調和溶解点に達した後は，カルシウムと珪素の比率が一定のまま溶

解し，ゲルが完全に消失されるまで，地下水のpHは一定となると考えられる。OPCと混合セメント

(OPC/BSF=1/9)のいずれの場合でも，水和終了後に出現するCSHゲル中のCa-Si比は，調和溶解点よ

りも大きいと考えられる。これらの CSH ゲルが水への溶解のみで変質していくならば，初期は，非

調和溶解でゲル中のCa-Si比が徐々に減少していき， 終的にその比が調和溶解点に達した時点で，

調和的な溶解が始まり， 終的にゲルは消失すると考えられる。 

セメント系材料中のCSHゲルの熱力学的な取り扱いについては，Berner2)，Glasser3)，Atkinson4)，

Reardon5)らにより，Greenberg＆Chang1)や Fujii&Kondo6)の試験結果等を用いてモデル化が試みられ

ている｡ このことは，三原らの報告7)によってもまとめられている。 

Berner ら 2)は，図 1 に示すように，Ca/Si 比を３領域に区分けし，存在する固相の鉱物と，その

平衡定数を Ca/Si 比の関数として表すモデルを示し，図 2 に示すように実験とモデルによる比較を

行っている｡ 

  Ｗ廃棄体-70 



 

 
図 1 Berner による３領域での Ca-Si 系鉱物相の考え方 2) 

 

 

図 2 Greenberg & Chang の実験値と Berner のモデルの比較 2) 

 
Glasser ら 3)は，Ca/Si 比が，0.8～1.7 の間に関して，化学組成を仮定し，Gibbs の生成自由

エネルギーを求めている｡ Atkinson らは， Ca/Si 比 0.833 で区分けし，固相をそれぞれ設定し， 

Gibbs の生成自由エネルギーを求めている｡また，Reardon ら 5)は，化学組成を酸化カルシウムと

二酸化珪素，水の混合物と仮定し，溶解の平衡定数を求めている｡これらは，いずれも溶解の反

応式を実験結果から導き出している。これらモデルは仮想的な固相の溶解度積を既存の溶解デー

タにあうようにフィティングしたものであり，モデルにより結果が大きく異ならないと推定され

る。 

また C-S-H ゲル以外のセメント水和物の溶解に関しては，非調和溶解の可能性が示されている

ものの調和溶解が仮定されている8)。また，セメントを C-S-H ゲルとこれらの鉱物との共存系と

してモデル表現するために，C-S-H ゲルをより単純な固溶体として表現したモデルを提案し，セ

メントの溶解変質特性を良く再現できることを示した例もある 8)。 

  Ｗ廃棄体-71 



二次鉱物の生成に関しては，セメント鉱物の地下水への溶出，炭酸化，SO4
2-，Cl-や Mg2+との

反応をもとに設定されているが，これらの相互反応については現在ところ不確実であり，今後模

擬地下水等を用いたセメント系材料の浸出試験の実施とそれに伴う固相における二次鉱物の生

成に関して確認を行う必要がある。 
 

(2) アスファルトと地下水の反応 
可溶性塩を含有するアスファルト・ビチューメン固化体は地下水と接触する事によって，吸水，

溶出及び膨潤し，その特性は，ビチューメンの軟性と環境温度に依存する。そのメカニズムは，

図 3 に示すとおりである9)。 
 

図 3 可溶性塩を含むビチューメン固化体の吸水，溶出及び膨潤のメカニズム 9) 

 
 
また，山口らの研究10）では，COGEMAビチューメン固化体サンプル（40ｇ）を使用した15ヶ月の浸

漬試験が実施されている。低酸素雰囲気では，室温で純水の場合にはほとんど膨潤しないが，モルタ

ル飽和水では表面が変色して多少膨潤した。大気雰囲気では浸漬 6 ヶ月から変化が起こり，浸漬 15

ヵ月後には 50～80％程度膨潤した。浸漬温度が 60～90℃の場合には，小～中孔穴が多数発生して数

倍に膨潤した結果が得られている。また，この試験により，間隙水中のTOC濃度が増加し，その浸出

成分はギ酸，酢酸，シュウ酸であることも確認されており，浸出する有機成分の濃度によっては，核

種の収着・沈殿・溶解の物質移行プロセスへ影響も想定されるが，影響度合いは小さいことが確認さ

れている。 

 
(3) 金属と地下水の反応 

金属に関しては，地下水と接触する事によって，腐食反応を起こし，ガス，腐食生成物を生成する。

現状，処分環境を想定した種々の金属腐食速度の測定研究が進められている。 
 

(4) 硝酸塩及び硫酸塩と地下水の反応 
廃棄体内容物では，硝酸塩・硫酸塩は，現状の評価においては，両者共に，地下水と接触すると瞬

時に溶解すると想定されている。その後に生成する間隙及び二次鉱物の影響評価については，現在，
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研究が進行中である11)，12)。なお，硝酸塩及び硫酸塩と地下水の反応の影響に関しては，｢WC-09 廃棄

体での硝酸塩影響｣，｢WC-10 廃棄体での硫酸塩影響｣にて記述する。 

 

4.2 経時変化予測 
廃棄体の地下水との反応に関しては，セメント系材料の溶解及び変質に着目した形で，地球化学的な

手法により経時変化の予測が行われている。 

処分施設内の間隙水性状の長期的な挙動は，地下水との接触に伴うセメント成分の自立的な変遷挙動

から予測される。初期段階においては，間隙水のpHはセメント中のNaOH，KOHの溶解平衡により支配さ

れ 13 程度である。Na 及び K が浸出した後，pH はセメント水和物の Ca(OH)2の溶解平衡により支配され

て12.5程度となる。その後Ca(OH)2が消失すると，Ca/Si比の異なるC-S-Hゲルの溶解平衡によりpHは

序々に低下する。Atkinsonが予測したセメント系材料の浸出液のpH変化は，図3に示すとおりであり13)，

Bradbury & Sarrotは以下の様にセメント劣化を定義している14)。 

 

① Region Ⅰ：pH > 12.5 

② Region Ⅱ：pH≒12.5 

③ Region Ⅲ：pH<12.5 

 
図3 地下水との接触によるセメント系材料のpH変化の例13) 

 
第１次 TRU レポート15)では，C-S-H ゲルの維持期間の設定を目的とした解析が実施されている。解析

では，地下水組成に降水系高pH地下水，セメントにOPCを設定し，既往の研究例などをもとにセメント

水和物及び二次鉱物の解離反応の溶解度積を設定し，緩衝材を設置しない処分坑道（廃棄体グループ３，

４）と緩衝材を設置した処分坑道（廃棄体グループ１，２）を想定し，結晶質岩系岩盤ケースと堆積岩

系岩盤ケースに対して擬似１次元モデルが用いられた。その予測結果によれば も消失が早い堆積岩系

岩盤のグループ1，２で約３万年， も消失が遅い結晶質系岩盤のグループ3，４で50万年という結果

が得られている（表 1）。ただし，その結果にはセメント鉱物の劣化機構の更なる知見や熱力学データの

整備等の課題が存在している。 
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表 1 各廃棄体グループの施設内における化学環境維持期間 15) 

岩 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
充填材 

堆積割合 

ReginⅠ*1 

(pH>12.5) 

RegionⅡ*2 

(pH≒12.5) 

RegionⅢ*3 

(pH<12.5) 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 75% 6×103年 3×104年 4×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 83% 6×103年 4×104年 4×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 66% 3×103年 5×104年 5×105年 

結晶質岩

系岩盤 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 67% 3×103年 5×104年 5×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 33% 7×102年 3×103年 3×104年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 30% 6×102年 3×103年 3×104年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 81% 7×102年 7×103年 1×105年 

堆積岩系

岩盤 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 78% 7×102年 7×103年 1×105年 

注） *1：Na・K イオンにより pH>12.5 となっている期間 

 *2：ポルトランダイト（Ca(OH)2）が存在し pH=12.5 が継続する期間 

 *3：C-S-H ゲルが溶出し尽くし，pH が 11 から 8.5 まで急降下するまでの期間 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

廃棄体に直接関連したナチュラルアナログは知られていないが，セメント系材料の地下水との反応に

関しては，建造以来数年～数十年が経過した水タンク，水路，トンネル壁などの人工構造物を用いたナ

チュラルアナログ研究16)，17)，18)では，流水と接触していた面は激しい浸食が見られるが，ほとんど動い

ていない水と接触していた面では表面のごく近傍でポルトランダイトが溶解し，替わりにカルサイトが

沈殿している現象が確認されている。また長期のナチュラルアナログサイトとしてはヨルダンのマカリ

ン19)が有名であり，天然のポルトランダイトと岩石，地下水の反応を見ることができ，実際に CSH など

の生成が確認されている。 

 
4.4  不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
廃棄体と地下水の反応については以下のような不確実性が考えられる。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

C-S-Hゲル以外のセメント水和物の溶解に関してはモデル化がなされておらず，調和溶解とし

て仮定されている 

セメント鉱物の溶解と地下水中の溶存イオン種との反応による二次鉱物の生成を伴う相互反

応については，溶出試験及び固相における生成鉱物の確認などを行う必要があり，現在試験

検討が進められている。 

硝酸塩の地下水との反応は瞬時に溶解する基と仮定されているが，廃棄体からの浸出等の機

構が不明確である。 
4.4.2  データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
地下水とセメント鉱物との反応に関する知見の不足。 
地下水とセメント鉱物との反応により生成する二次鉱物の熱力学データの不足。 
セメント鉱物の反応は平衡反応に近いと考えられるが，試験研究では反応が平衡に達する程

十分な試験時間を設定することが困難である点。 
アスファルト固化体と地下水の反応については，浸漬試験等により，アスファルト固化体が
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非拘束条件下において膨潤することは明らかであるが，処分環境下における膨潤挙動が不明

であり，試験・評価結果が少ない。 
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ＷＣ－０４：廃棄体の化学的変質(腐食を除く) 

 
１．名称 

廃棄体の化学的変質(腐食を除く)(WC-04) 

 
２．概要 

廃棄体の化学的変質は，廃棄体を構成する物質が地下水と接触することによって，経時的に変

質が進行し，その結果，廃棄体中の空隙構造，物質移動特性，力学特性などが変化することによ

って核種の収着，拡散に影響を与える可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
廃棄体の化学的変質においては，廃棄体を構成する固型化材の化学的変質によって，廃棄体の

空隙構造，物質移動特性，力学特性が大きく変化し，それに伴い，廃棄体の核種閉じ込め機能が

変化する。廃棄体の固型化材では，セメント系材料とアスファルトが用いられる。 

セメント系材料の化学的変質のメカニズムは，以下の過程で進行する。 

① アルカリ成分Na，Kの浸出 

② ポルトランダイト(Ca(OH)2)の溶解 

③ CSHの溶解 

変質の進行に伴って，空隙水のpHが変遷し，その結果空隙水中に溶出した核種の化学形態を変

化させ，核種の収着特性が変化することによって，核種閉じ込め性能へ影響を及ぼすことが想定

される。また，一般にセメント系鉱物の溶出に伴う空隙量が増加することによって，セメント系

材料の透水係数が増加することにより，核種の拡散係数が増加することも想定される。また，セ

メント系材料の化学的変質の過程で，セメントから溶出した成分と地下水の成分との反応によっ

て二次鉱物を生成し，空隙を埋めたりすることも想定される。二次鉱物相の生成の概要において

は，以下の項目が想定される。 

① エトリンガイトの生成：硫酸塩との反応 

② カルサイトの生成    ：炭酸塩との反応 

③ フリーデル氏塩の生成：塩化物イオンとの反応 

④ ドロマイトの生成    ：マグネシウムイオンとの反応 

二次鉱物の生成によって，新たな鉱物の生成によって，核種の収着特性への影響することが想

定される。また，空隙構造の変化(空隙の閉塞，ひび割れの発生)によって，透水係数に変化を及

ぼし，核種の拡散特性に影響を与えることが想定される。 

アスファルトの基本構造は炭化水素である。アスファルトの化学的変質に関しては，地下水と

接触することによって，空隙水中のTOC濃度を上昇させ，進出した有機炭素が核種と錯体を形成し，

核種の溶解度を増加させ，核種の収着・沈殿・溶解特性に影響を及ぼすことが考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
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4.1.1 セメント系材料の化学的変質のメカニズム 
(1) Na，K の浸出 

セメントから 初に浸出するのは，Na，K のアルカリ金属である。これらは容易に溶解するため空

隙水中の初期溶存イオンとしては支配的な元素である。これらにより，初期のセメント空隙水の pH

は12.5～13程度を示す。 

ただしこれらのアルカリ金属の含有量は 1%程度であるため移流と拡散によって外部へ運ばれると，

空隙水中の濃度は低下する。したがって，これらの影響は初期に限られると考えられる。 

(2) ポルトランダイト（Ca(OH)2），C-S-H の溶解 

ポルトランダイトの溶解度は1.5×10-2mol/lと高く，セメント鉱物の中で 初に溶解する。この溶

解反応により，空隙水はpH12.5を呈する。 

ポルトランダイトの次に溶解するのは，C-S-H（カルシウム－シリケート－ハイドレートゲル）で

ある。これは，CaとSiの連続的な構成比を持つ固溶体である。Ca/Si比は，0.4又は0.6～1.6又は

1.8の範囲であると言われている1)，2)。C-S-Hが溶解する際には，Ca/Si比が0.833以上では選択的に

Caを放出し（非調和（インコングルエント）溶解），結果としてより低いCa/Si比のC-S-Hゲルへ変

化する。このC-S-Hゲルのインコングルエントな溶解は，Ca/Si比が0.833になるまで継続する。Ca/Si

比が0.833の時点で固相と液相のCa/Si比が一致するため，これ以後は調和（コングルエント）溶解

となる。 

Si濃度が比較的高い条件に，Caイオンが供給されると，Si濃度の高い（Ca/Si比の低い）C-S-Hゲ

ルが形成される。C-S-Hの溶解を検討する場合，この様な再沈殿の可能性の考慮が必要である。 

(3) C-S-A-H の溶解 

セメントのもう 1 つの主成分は，Al であり，特にスラグセメント，フライアッシュセメントなど

はその含有量が多い。Alは，Ca，Siと結合して，C3AH6，C2ASH8，C3AS3などの鉱物となる。 

このうち初期に存在するのは，C3AH6であり，これが溶解すると替わりにC2ASH8が沈殿し，その次に

C3AS3が沈殿するというシリーズを形成する3)。 

(4) エトリンガイトの生成 

地下水中などのSO4
2-イオンとCa，Alが結合して石膏(CaSO4)，モノサルフェート(C3ACs)，エトリン

ガイト(C3A(Cs)3)を形成する。このうちのどれが形成されるかは，SO4
2-イオンの濃度による。 

エトリンガイトの形成は大きな体積膨張を伴うため，セメント系材料にひび割れを発生させる可能

性がある3)。 

SO4
2-イオンの供給源としては，地下水の他に，ベントナイトに約2%含まれるパイライト(FeS2)によ

るものが考えられる。還元環境中においては，パイライトの溶解度は低いため，これからのSO4
2-イオ

ンの供給は少ない。また，初期に酸化雰囲気であっても，水の動きが少ない条件であればパイライト

の溶解とこれに含まれるFe2+の酸化によって系内は還元環境に変化し維持される。ただし，緩衝材が

施工されてから処分空洞が閉鎖されるまでの期間は大気と接触しているため，この期間中に空気中の

酸素と反応して一部が酸化されるため，この影響を検討する必要がある。 

(5) カルサイトの生成 

カルサイトは，炭酸イオンとCaの化合物である。 

大気中におかれた構造物の場合には，空気中の二酸化炭素がコンクリート中を拡散し，カルサイト

を生成することによりpHが低下し（中性化），鉄筋を腐食させることが問題となっている3)。 
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地下構造物である処分施設においては，水中の拡散係数が小さいことからこのような反応は長期間

にわたり僅かずつ進行すると考えられる。また，建設，操業期間中には大気と接しているため，この

間には表面の一部が中性化するものと考えられる。 

中性化した場合に，酸化性雰囲気中では，鉄筋が好気性腐食を起こし酸化第2鉄となり体積が増加

することによりコンクリートにひび割れを発生させることが懸念される。処分施設の設置深度におい

ては還元雰囲気である可能性が高く，また仮に地下水が酸化性雰囲気であっても，水の交換が緩やか

であるために，鉄筋の一部が酸化することにより還元雰囲気となり，その状況が長期間継続すると考

えられる。このような還元雰囲気においては鉄の腐食速度が小さいため，大気中の中性化と比べると

影響は小さいことが考えられる。 

(6) 塩化物イオンとの反応 

地上構造物では，特に港湾施設などでの影響が知られている。硫酸塩と同様に二次鉱物の生成によ

り，セメント系材料のひび割れの発生要因となる。海水のような多量の塩素イオンを含む溶液と接触

した場合には，フリーデル氏塩やその他の物質を生成する。一般に塩素化物相の生成は，温度により

反応が促進される3)。 

(7) マグネシウムイオンとの反応 

マグネシウムイオンは，ポルトランダイト中のカルシウムと交換され水酸化マグネシウムと

なり沈殿し，水酸化マグネシウム（ブルサイト）となる 3)。またマグネシウムは C-S-H ゲル中

のカルシウムとも置換し，炭酸マグネシウム（マグネサイト）もしくはドロマイトの沈殿を生

じる可能性がある。これらブルサイト，マグネサイト，ドロマイトは，セメント水和物とは収

着性が異なることから充填材の分配係数に影響する可能性がある。 
 
4.1.2 アスファルトの化学的変質 

山口らの研究4）では，COGEMA ビチューメン固化体サンプル（40ｇ）を使用した 15 ヶ月の浸漬試

験が実施されている。この試験により，間隙水中の TOC 濃度が増加し，その浸出成分はギ酸，酢

酸，シュウ酸であることも確認されており，浸出する有機成分の濃度によっては，核種の収着・

沈殿・溶解の物質移行プロセスへ影響も想定されるが，影響度合いは小さいことが確認されてい

る。 

 
4.1.3 有機物の化学的変質 

廃棄体に含有する有機物の化学的変質について，現状の知見を以下に記述する。 

セルロース系の有機物は，他の有機物に比べて核種との相互作用が強いことが試験的に確認さ

れている。セルロースはアルカリ環境で分解しやすく，その分解生成物には，COOH 基，OH 基のよ

うな放射性核種との錯体形成なりうる官能基が多く含まれている，セルロースの分解生成物とし

ては，シュウ酸，酢酸等のカルボン酸があるが，近年の研究では，イソサッカリン酸(ISA)が錯体

形成の観点では も重要な分解生成物であることが判明しつつある5)。 

パッキン類については，廃棄物の含有量は生廃棄物の 0.1wt%が混入することが仮定されている。

材質としては，フッ素ゴム，エピクロロヒドリンゴムである。フッ素ゴム等の基本構造は，炭化

水素の共重合体と考えられ，再処理施設等で使用されるパッキン類はアルカリ環境で耐性が高い

(分解しにくい)と考えられる。 
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4.1.4 硝酸塩の化学的変質 

廃棄体に含有する硝酸塩の化学的変質について，現状の知見を以下に記述する。 

窒素は，酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により様々な化学形態をとるが，処分環境で想

定される低 Eh・高 pH の状態では，熱力学的な安定領域を示す Eh-pH equiblium diagram 6)におい

ては，NH3あるいは NH4OH（NH3aq）が無機系窒素形態としては安定となる。しかしながら，比較的

低温で NO3
－から NH3に還元される速度は，微生物活動等が関与しなければ非常に遅いとされてい

る7)。なお硝酸イオンの処分環境条件下での形態変化に関しては現在研究が進められているところ

であり，炭素鋼を触媒として用いた試験の結果，一部の硝酸イオンがアンモニア及び亜硝酸イオ

ンに還元されることが報告されている8)。 
 

4.2 経時変化予測 

廃棄体の化学的変質に関しては，セメント系材料の溶解及び変質に着目した形で，地球化学的な手

法により経時変化の予測が行われている。 

コンクリート，モルタルの打設によりセメント成分が水和反応を起こし，初期のセメント水和鉱物

が形成される。水和反応の大部分は 1 ヶ月程度以内に終了するが，その後も長期間にわたって水和反

応が継続する。 

処分空洞が閉鎖されるまでの期間，材料の表面の一部が大気中の CO2と反応し，カルサイトを形成

する。この期間は数年から10数年の範囲であると考えられる。 

処分空洞が閉鎖された後，人工バリア内は再冠水し，空隙内が水で飽和する。構造躯体の周囲を緩

衝材により囲まれており充填材内の地下水流速が小さいため移流による溶存イオン種の移動はほとん

どなく，しかし拡散により溶存イオン種の移動が起こる。これにより，空隙水中のアルカリ金属イオ

ン（Na，K）が周囲の地下水中に散逸する。この反応は数十年以内に終了する。これに伴い，13程度の

高い値であったpHが低下し始める。 

次いでセメント水和物のうち比較的溶解度が高いポルトランダイトの溶解が始まる。溶解反応は表

面から内部へ進行すると共に，ポルトランダイトが溶解しきった表面においては，C-S-H，C-S-A-H の

溶解が始まる。これらは，Ca2+イオンを放出すると同時に順次Ca割合の低いC-S-H，C-S-A-H鉱物へ変

化する。拡散が支配的な条件においては，この反応は極めて長期間にわたって継続し，数万年以上に

なることが考えられる。評価の一例としてAtkinson9)によるセメント系材料を使用した処分システムの

pH変遷の予測結果を図 1に示す。 

セメントとベントナイトを接触させて使用する施設を想定した場合，上記の変質反応は，ベントナ

イト中とセメント系材料中におけるpHなどの化学条件の違いが大きい初期には速く進むが，鉱物の溶

解に伴うCa2+イオン濃度とpHの低下とこれによるSiイオン濃度の低下のために，長期間継続後は遅く

進むことになる。地下水溶存成分の CO3
2-，SO4

2-イオンの供給は，低い濃度であっても長期間継続する

ため，長い期間を考える場合には，環境，処分場の設計条件によってはこれらの影響が目立つ可能性

もある。 
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図 1 Atkinsonによる処分システムのpH変遷の予測結果9) 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

廃棄体の化学的変質に直接関係するナチュラルアナログ研究はないが，セメント系材料に関しては，

建造以来数年～数十年が経過した水タンク，水路，トンネル壁などの人工構造物を用いたナチュラルア

ナログ研究10)，11)，12)では，流水と接触していた面は激しい浸食が見られるが，ほとんど動いていない水

と接触していた面では表面のごく近傍でポルトランダイトが溶解し，替わりにカルサイトが沈殿してい

る現象が確認されている。また長期のナチュラルアナログサイトとしてはヨルダンのマカリン13)が有名

であり，天然のポルトランダイトと岩石，地下水の反応を見ることができ，実際にCSHなどの生成が確

認されている。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
廃棄体の化学的変質については以下のような不確実性が考えられる。 

• 

• 

• 

• 

C-S-H ゲル以外のセメント水和物の溶解に関してはモデル化がなされておらず，調和溶解と

して仮定されている。 

セメント鉱物の溶解と地下水中の溶存イオン種との反応による二次鉱物の生成を伴う相互反

応については，溶出試験及び固相における生成鉱物の確認などを行う必要があり，現在試

験検討が進められている。 

セメント系材料の未水和部分の存在 

セメント鉱物の準安定鉱物から安定鉱物への変質（例えばC-S-H の結晶化によるトバモライ

トの生成） 
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硝酸塩の処分環境下での化学的変遷に関しては，現状も不明確な点が多い。 • 

• 

• 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

地下水とセメント鉱物との反応に関する熱力学データについては，特に二次鉱物についての

熱力学データが不足しており，今後整備する必要がある。 
セメント鉱物の反応は平衡反応に近いと考えられるが，試験研究では反応が平衡に達する程

十分な試験時間を設定することが困難である点。 
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ＷＣ－０５：廃棄体の腐食 

 
１．名称 

廃棄体の腐食（WC-05） 

 
２．概要 

廃棄体の腐食は, 廃棄体を構成する物質のうち, 金属廃棄物, 容器が対象物質となる。金属の

腐食反応, 腐食生成物の沈澱・溶解反応は処分施設中の間隙水の化学組成に依存し, さらに, 地

下水そのものも腐食生成物との反応によって, その化学組成を逐次変化させ, 処分施設中の地下

水化学へ影響する。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

地下水中で, 金属が腐食すると腐食生成物が生成する。腐食反応及び地下水と腐食生成物の相

互反応は, 地下水の場の化学的条件に影響される一方, 地下水の化学場に影響する。例えば, 鉄

を例に取ると, 地下水の化学場に応じて, 鉄イオンは主に,  Fe2+, Fe(OH)n
2-n,  Fe(HS)n

2-n, 固相

としては水酸化第一鉄, 磁鉄鉱及び菱鉄鉱を形成すると考えられる。腐食反応によって地下水中

へ供給される鉄が, その形態を変え, 配位子濃度が変化することが考えられる。また, 腐食反応

や腐食生成物の溶解・沈澱反応が変化することも考えられる。これら反応の変化は, 人工バリア

材と地下水の反応, 処分施設中の地下水化学にも影響する。 

外部容器に着目すると, 外部容器と地下水の反応により, 外部容器(特に金属容器)材料である

金属が腐食し, 腐食生成物が生成される。腐食によって, 外部容器の力学的強度が低下し, 貫通

または破壊が生じると, 地下水が廃棄体に接することで, 廃棄体構成物質が溶解し, 核種が溶出

する。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
第１次TRUレポートにおけるTRU廃棄物に含まれる金属廃棄物の概要を表1に示す 1)。 
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表 1 金属廃棄物の金属材料の概要 

廃棄物種類 金属材質 

ハル・エンドピース 
Ｚｒｙ－４, ＳＵＳ３０２, ＳＵＳ３０４Ｌ,  

Inconel－６００, ７１８, Ｘ７５０ 

CB 
Ｚｒｙ－４, ＳＵＳ３１６Ｌ, ＳＧＳ－１９Ａ,  

Inconel－Ｘ７５０, ＸＭ－１９ 

A 型 ＳＵＳ３０４, Inconel－７１８ 

BP 
B 型 

Ｚｒｙ－４, ＳＵＳ３０２, ＳＵＳ３０４Ｌ, Inconel－Ｘ７５

０ 

雑固体(不燃性廃棄物) ＳＵＳ, 炭素鋼, Ａｌ(ＨＥＰＡ) 

２００Ｌドラ

ム缶 
ＳＵＳ, 炭素鋼 

内部容器 

キャニスタ ＳＵＳ 

 
表 1 に示された金属材料のうち, 第１次 TRU レポート 1)での地層処分に持ち込まれる廃棄物での処

分施設において考慮する腐食反応式2)を表2に示す。 

 
表２ TRU廃棄物処分における金属腐食反応式2) 

金属 プロセス 反応式 

好気性腐食 ４Fe+3O2 →2Fe2O3 

嫌気性酸化膜還元 ４Fe2O3+Fe→3Fe3O4 鉄(炭素鋼, SUS) 

嫌気性腐食 3Fe+4H2O →Fe3O4+4H2 

好気性腐食 Zr+O2       →ZrO2 ジルコニウム 
嫌気性腐食 Zr+2H2O   →ZrO2+2H2 

 
処分施設の主な金属腐食反応は, 無酸素状態の嫌気性腐食であると考えられており, 表 2 中の反応

式に示されるように, 水素ガスを発生する。 

外部容器についての金属材料が地下水との反応によって腐食していく過程は, HLW のオーバーパッ

クと同様の過程を取ると想定され, 処分開始初期の酸素還元をカソード反応とする全面腐食と, 酸素

消費後の水の還元をカソード反応とする全面腐食に絞り込むことができる3)。以下にオーバーパックに

おける腐食反応の過程を記述する。 

還元条件での中性からアルカリ性環境における反応は以下のように表される。アノード反応として, 

以下に示すような2価鉄としての溶解反応を仮定し,  

 

・アノード反応： Fe → Fe2+ + 2e-                   (1) 

 

カソード反応として, 以下に示すような酸素の還元反応と水の還元反応を考慮した。 

 

・カソード反応： 1/2O2 + 2H2O + 2e
- → 2OH-         (2) 

2H2O + 2e
- → 2OH- + H2            (3) 
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上記の反応が電気的バランスを保ちながら進行する。これらの反応式を仮定した炭素鋼の表面にお

ける電気化学反応と緩衝材中における酸素の輸送を組み合わせた均一腐食モデルが作成されている 4)。

しかし, このモデルは過度に保守的であり, 実験での評価が進められている。 

酸素による腐食を表す式としては, (1)式と(2)式の組み合わせにより,  

 

Fe + 1/2O2 + H2O → Fe(OH)2         (4) 

 

が仮定できる。この式をもとに, 緩衝材及び埋め戻し材に取り込まれた酸素がすべて腐食によって

消費されると仮定して, 腐食量を評価している。 

還元条件での中性からアルカリ性環境における反応は(1)式と(3)式の組み合わせにより,  

 

Fe + 2H2O → Fe(OH)2+ H2           (5) 

 

と表現できる。したがって, 還元性の条件で, 腐食反応の地下水への影響を評価する場合には, 腐

食した鉄のモル数を x としたとき, 地下水側に x mol の Fe2+, 2x mol の OH-及び x mol の H2を与える

ことにより, 評価体系(例えば地下水の平衡計算)に取り込むことが可能である。ただし白金などの触

媒がなければ100℃程度の温度では, H2は他の化学種と反応性が乏しいことに留意する必要がある。 

また, 脱気海水中に炭素鋼試験片を浸漬し, 腐食量と水素発生量の関係を調査した結果, 水素発生

量は腐食量と良い対応を示すことが報告されている5)。 

(1), (3)式から, 還元条件下での外部容器と地下水の反応は, 水素ガスを発生させることが想定さ

れる。 

一方, 腐食生成物と地下水との反応についての考慮も必要である。還元性条件下での腐食生成物と

しては, 水酸化第一鉄, 磁鉄鉱及び菱鉄鉱が考えられる。腐食生成物の沈澱・溶解反応及び腐食生成

物と地下水との反応は, 地下水の化学的条件と相互に影響し合う。特に, 腐食生成物の沈澱･溶解反応

が地下水組成のシンクとソースとなり, 腐食生成物の生成・変遷, 地下水化学を規定する反応になる

と考えられる。 

SUSやジルカロイについては, 処分環境を想定した系(pH＝10, 酸化還元電位=-700～-600mV)での金

属腐食速度の測定を実施している 6), 7)｡その結果から腐食速度は, SUS304：1.0E-01μm/y, Zry-4：約

7.0E-03μm/yと非常に小さい値を示している。 

 
4.2 経時変化予測 

金属廃棄物・外部容器の腐食に関しては, 金属材料に特化した腐食挙動確認試験 7), 8)から腐食速度

を設定した上で, 処分施設内における長期予測解析が実施されている。解析は金属腐食による H2ガス

発生の経時変化予測が主体であり, 金属廃棄物は H2ガスの発生に伴って消失するモデルが採用されて

いる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
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4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
処分施設を廃棄体の金属廃棄物及び外部容器に到達する間隙水の化学特性は厳密には分かってお

らず, これが金属廃棄物・外部容器と地下水との反応の不確実性となる。この結果, 金属廃棄物・外

部容器と地下水の反応の結果生成される腐食生成物の種類については不確実性となる。また, 生成さ

れる腐食生成物の不確実性は, 腐食生成物と地下水との反応における不確実性ともなる。金属と接す

る地下水の化学組成, 腐食生成物の特定及び生成箇所等の不確実性がある。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

腐食速度に関するデータについては様々な方法によって取得されている。処分施設における金属腐

食評価においては, 金属は消失する評価体系が組まれている。その評価手法での不確実性が挙げられ

る。 
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ＷＣ－０６：廃棄体での有機物影響 

 
１．名称 
廃棄体での有機物影響(WC-06) 

 
２．概要 
廃棄体中に含有する有機物は，表 1に示すような物質が挙げられる。 

 
表１ 廃棄体中に含有する有機物種類 

廃棄体 有機物種類 備考 

アスファルト固化体 

ビチューメン固化体 

アスファルト 

ビチューメン 
－ 

プラスチック固化体 プラスチック － 

可燃性廃棄物 セルロース 
処理方法によって残存しな

い可能性がある 

難燃性廃棄物 塩化ビニル，ゴム類 
処理方法によって残存しな

い可能性がある 

不燃性廃棄物 
パッキン類(フッ素ゴム，エ

ピクロロヒドリンゴム) 

処理方法によって残存しな

い可能性がある 

 
廃棄体中に含有する有機物は，放射性核種と相互作用することにより溶解度や収着挙動などに

影響を与える可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
有機物は，固相として存在する不溶性の有機物は核種を収着する媒体として核種の移行を遅延

する可能性がある 1)。一方，有機物が核種と錯体を生成することにより溶解度の上昇や核種の収

着の低減により移行を促進する可能性もある 2)3)4)。核種の収着・沈殿・溶解等の物質移動プロセ

スに影響する。その影響は，廃棄体中に含有する有機物種類及び間隙液中に溶出した際の化学形

態によって決定付けられる。これら有機物の影響に関しては，有機物が処分施設の環境において

溶出した過程における分解生成物の化学形態，間隙液中の有機物濃度に依存する。核種との錯体

を形成することによって，核種の溶解度が上昇し，分配係数を低下させる要因となりうる。 

 
４．理解の現状  

4.1 モデル／試験研究 
表1で示された有機物についての現状の知見等を以下に記述する。 

アスファルト及びビチューメンについては，地下水と接触することによって，地下水中の TOC 濃度

を上昇させる傾向がある。その浸出成分はギ酸，酢酸，シュウ酸であることも確認されており，浸出

する有機成分の濃度によっては，核種の収着・沈殿・溶解の物質移行プロセスへ影響も想定されるが，

影響度合は小さいことが確認されている5)。 

パッキン類については，廃棄物の含有量は生廃棄物の0.1wt%が混入することが仮定されている。材

質としては，フッ素ゴム，エピクロロヒドリンゴムである。フッ素ゴム等の基本構造は，炭化水素の
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共重合体と考えられ，再処理施設等で使用されるパッキン類はアルカリ環境で耐性が高い(分解しにく

い)と考えられる。また，基本構造中に酸素原子を含まないことから，COOH 基あるいは，OH 基のよう

な錯生成能の強い官能基を形成しにくいため，有機錯体形成に対する寄与は小さいものと考えられる

6)。 

セルロース系の有機物は，他の有機物に比べて核種との相互作用が強いことが試験的に確認されて

いる。セルロースの分解生成物には，COOH基，OH基のような放射性核種との錯体形成なりうる官能基

が多く含まれている。セルロースの分解生成物としては，イソサッカリン酸(ISA)が錯体形成の観点で

は も重要な分解生成物であることが判明しつつある7)。また，セルロース系有機物の核種移行上の評

価においては，放射性核種の有機錯体形成を前提にして，みかけの溶解度の上昇及び分配係数の低下

が生じるとして，これらのパラメータに補正係数(Solibility Enhancement Factor：SEF，Sorption 

Reduction Factor：SRF)乗ずる手法が広く用いられている8)，9)。なお，TRU廃棄物処分においては，種々

の試験結果から，間隙液中のISA濃度が1.0E-06mol/L以下であれば，核種の収着・沈殿・溶解の物質

移動プロセスへの影響はないものと想定されている6)，10)。 

なお，セルロース系有機物については，処理過程において焼却・溶融によって除去されることも想

定されている。 

 
4.2 経時変化予測 

AEAにおいては，有機物のアルカリ分解生成物の生成に対するPuの溶解度の経時変化データを取得

している11)～13)。結果を図1に示す。図1より，セルロースのアルカリ分解による分解生成物の生成速

度はPuの溶解度経時変化曲線から評価が可能と考えられるが，温度及び浸漬期間が短いため，長期に

わたるセルロースからのアルカリ分解生成物の生成量を評価することは困難と考える。なお，TRU廃棄

物処分におけるセルロースからのアルカリ分解生成物であるISAの生成収率は，試験結果から10%程度

とされている14)。 
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 図 1 50℃における有機物の化学変化における Pu 溶解度の経時変化 11)～13) 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4  不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
廃棄体中に含有する有機物の処分施設における長期にわたる変遷及び移行挙動についての不確実性

が挙げられる。 
4.4.2 データに関する不確実性 

廃棄体においてアルカリ分解によって生成される ISA の収率について，長期間に及ぶ評価事例がな

いことから，ISAの生成濃度についての不確実性が挙げられる。 

また，廃棄体中に含有する有機物濃度の設定に際しても不確実性が挙げられる。 
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ＷＣ－０７：廃棄体での微生物影響 

 
１．名称 
廃棄体での微生物影響（WC-07） 

 
２．概要 

従来，微生物にとって地下深部の環境は極限環境と予想されており，生物的には無菌状態であると考

えられてきた。しかし， 近の研究で地下深部での微生物の存在が確認され，微生物の活動が否定でき

なくなっている。 
処分環境においては，深部地下水に生息する微生物や処分施設の建設操業に伴って侵入する可能性の

ある微生物が活動する可能性がある。微生物活動により廃棄体領域に存在する各バリア材の変質や微生

物活動に起因する水化学環境の変化により核種の存在形態が変化し溶解度及び収着特性の変化が生じる

可能性がある。また，微生物による有機物の代謝・分解により錯化剤，有機酸及びガスなどの生成も考

えられる。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
微生物活動により生じる廃棄体領域における影響としては，金属廃棄物及び金属容器の腐食の促進，

固化マトリクスとして使用されるセメント系材料並びにアスファルトの変質等の各バリア材変質への影

響の可能性が考えられ，これらバリア材の変質に伴い核種の放出挙動が影響を受ける可能性がある。ま

た，微生物活動により水化学環境の変化が生じ，核種の存在形態が変化し，溶解度及び収着特性の変化

が直接生じる可能性がある。さらに，放射性核種を吸着／取込んだ微生物自身の移動によって，微生物

起源の擬似コロイドによる核種移行が促進される可能性や微生物活動により生成するガスが核種移行を

促進する可能性もある。また，微生物による有機物の代謝・分解により錯化剤，有機酸及びガスなどが

生成することも考えられる。 
 

4.理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下深部環境における微生物活動に関する研究 

地下深部で存在が確認された微生物のうち，硫黄酸化菌，メタン生成菌，硫酸塩還元菌及び脱窒菌を

対象として，処分施設における微生物活動を推測するため，培養液のpH及びEhをパラメータとしたと

きの微生物の活性を測定し，想定される処分環境条件(pH=12～13程度，Eh=-400～-200mV程度)における

活性の有無を確認した研究 1)が行われている。この研究によると，どの微生物の結果においても共通し

て言えることは，pH が高くなるにつれ，微生物の活動または増殖が見られなくなることである。また，

メタン生成菌及び硫酸塩還元菌については，pH が高くなるにつれ，活性を示す Eh の範囲が狭められる

ことも示されている。 

一方，近年の研究では，好気性の高アルカリ性環境で活性を有する微生物やpH8.5～12.5の高アルカ

リ性環境で成育する絶対嫌気性高度好アルカリ性微生物が報告されている。また，中性で生育する微生

物をアルカリ性環境に馴化させ，pH12.5の高アルカリ性環境で生育させた例も報告されている。こうし
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たことから，微生物の多様性を考慮すると処分環境における微生物活動の可能性は否定できない。 
 

4.1.2 人工バリア材料に対する微生物影響 

(1) セメント系材料に関する影響 
好気性の環境下で起こるセメント系材料の微生物による変質はよく知られている事象であるとさ

れている3)。好気性微生物である硫黄酸化菌及び硝化菌の活動によって生成する硫酸及び硝酸はセメ

ント系材料を変質させると考えられているが4)，5)，処分施設閉鎖後，環境は比較的早い段階で嫌気性

となるため，好気性微生物によるセメント系材料の変質は進まないと予想されている。 

一方，処分施設閉鎖後の嫌気性高アルカリ環境における微生物活動は否定出来ないことから，処

分施設内に持ち込まれた有機物等の微生物代謝により生成される有機酸や二酸化炭素によるセメン

ト系材料の変質が生じる可能性がある。 
(2) アスファルトに関する影響 

アスファルト固化体には微生物の生育に必要な元素(C,N,S,P,H,O)が含まれていること及びアス

ファルト固化体から浸出する硝酸塩が脱窒菌の電子供与体となることを明らかにし，人工地下水中で

の嫌気性環境下での微生物分解によるアスファルト分解量が，１年で 0.23mg/g と好気性環境下より

30 倍低かったとする報告がある。また，好気性及び嫌気性でのアスファルトの微生物分解試験から

1000年間で分解されるアスファルトは好気性で25～70%，嫌気性で0.3～0.8%であり，この結果から，

処分施設が嫌気性であることが重要であり好気性ではアスファルトは急速に変質するとした報告も

ある。 

(3) 金属廃棄物及び金属容器に関する影響 
微生物による金属腐食への影響を確認する試験として，栄養源を添加した人工海水系及び人工地

下水系において硫酸塩還元菌と鉄細菌による炭素鋼の腐食試験が行われている8)。この試験において，

溶液単独系では微生物の有無による明らかな腐食挙動への影響が認められ，人工海水系では微生物に

より約2倍の腐食速度の増加が認められた。一方，人工地下水系では微生物は炭素鋼腐食を抑制する

結果となっている。 

また，硫酸塩還元菌は炭素鋼の腐食を促進し，地下270～2100mの油田の鉄パイプ（9mm厚の炭素

鋼）の腐食の50%以上が微生物活動によるものであるという報告もあるが9)，処分施設では，微生物

の活動に必要な栄養源と電子供与体である硫酸塩濃度が低いため，この効果はクリティカルではない

と考えられている 10)。微生物が金属を酸化させる，あるいは金属酸化物を還元させる特性により，

それらの溶解度が高くなること，硫黄酸化菌の活動にともなって生成される硫酸によって金属が腐食

することも報告されている9)。セルロースを加水分解できる微生物が生成する高濃度の酸により，金

属の腐食が促進されるという報告もある。 
 

4.1.3 廃棄体中の微生物の移行挙動に関する研究 

微生物による核種への直接的な影響として，微生物による核種の吸着／取り込み 3,9)や微生物による

核種の酸化・還元10)，微生物起源の擬似コロイド3),11)に関する報告がなされている。これらの結果から，

微生物による核種の吸着／取り込みに関しては，微生物に取り込まれた核種は微生物の細胞内に保持さ

れるため，微生物の移動が著しくない場合には，結果として地層中への核種移行は抑制される可能性が

ある。 
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微生物による核種の酸化・還元に関しては，微生物が直接核種を酸化還元することによる核種の化学

形態の変化に伴い，溶解度及び収着特性が変化し，核種移行に影響を与える可能性がある。微生物起源

の擬似コロイドに関しては，擬似コロイドによって核種の移行が促進される可能性や緩衝材のろ過効果

によるコロイドの移行抑制が推測されている。 
 

4.1.4 微生物による有機物の代謝・分解で発生するガス 

第１次TRUレポート12)では，微生物が廃棄体中の有機物を代謝・分解することにより二酸化炭素やメ

タン等のガスを発生することや廃棄物中から発生する放射線の作用により廃棄体中の有機物が分解さ

れ水素ガスを発生すると予測されている。同報告書では，微生物活動を考慮した有機物の代謝・分解に

伴うガス発生量及び放射線分解によるガス発生評価を行っており，硝酸塩を含むアスファルト固化体以

外の廃棄体においては，全体のガスの発生量としては金属腐食によるH2の発生が支配的である。 

 
4.2 経時変化予測 

現状微生物影響に関して経時的な変化を評価した例はない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における地下微生物に関する研究13)では，深度に関係

なく地下水中には脱窒菌，鉄関連菌，硫酸塩還元菌，メタン生成菌などが存在することが確認されてい

る。 

金属腐食への影響に関して，硫酸塩還元菌は炭素鋼の腐食を促進し，地下270～2100mの油田の鉄パイ

プ（9mm厚の炭素鋼）の腐食の50%以上が微生物活動によるものであるという報告9)もある。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時点では，

定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物の影響についての不確

実性となっている。 
 
4.4.2  データに関する不確実性 

所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設では人工バリア外部からの廃棄体領域への微生物の侵入

が避けられると考えられるが，緩衝材の有無及び仕様に関しても完全に決定されていないことから，こ

の観点においても不確実性が存在する。 
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ＷＣ－０８：廃棄体でのコロイド影響 

 
１．名称 
廃棄体でのコロイド影響(WC-08) 

 
２．概要 
廃棄体でのコロイドの発生源としては，難溶性の核種によるコロイド形成の他，金属の腐食生

成物を起源とするもの，セメント系材料から浸出するセメントコロイド等が挙げられる。コロイ

ド粒子は固相として扱うことができないと考えられ，溶存イオンに着目した平衡論的なモデル評

価に影響を与える。廃棄体からの放射性核種の移行においては，遅延効果を減少させるなどの影

響を及ぼすことが懸念される。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
難溶性放射性核種の一部は，水中でコロイド状粒子(真性コロイド)として存在することが知ら

れている。この他に，廃棄体領域においては，金属の腐食生成物を起源とするコロイド，セメン

ト系材料から浸出するセメントコロイド等があり，これらに放射性核種が吸着したコロイド(擬似

コロイド)の存在が考えられる。 

放射性核種がコロイド状粒子として溶液中に存在する場合は，イオンとして存在する場合と異

なる挙動を示す場合があり，溶存イオンに着目した平衡論的なモデル評価に影響を与える。中で

も，固相媒体への収着は放射性核種の移行に影響を及ぼす可能性がある。 

放射性核種が真性コロイド，又は疑似コロイドを形成すると，その収着係数は，イオンの収着

係数と異なるため，コロイドが影響する状況での核種移行は，コロイドが影響しない場合とは異

なる。この場合，コロイドがあることにより，収着による遅延係数が減少することが懸念されて

いる。このため，より信頼性の高い評価を実施するためには，イオン形態だけでなく，コロイド

形態としての核種の移行を考慮する必要がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

4.1.1 高レベル廃棄物処分におけるコロイド研究 
TRU 廃棄体に関する知見は少ないが，高レベル廃棄物のガラス固化体におけるコロイド影響に

ついては良く研究されている。 

高レベル廃棄物ガラス固化体においては，Pu や Am などの難溶性の核種は，ガラスからの溶出

後，ガラス固化体表面に蓄積されやすく，その結果コロイド状の粒子として浸出されると考えら

れている。模擬ガラス固化体を用いた浸出試験において，限外ろ過によって溶出した核種のコロ

イドとしての存在を調べたところ 1)，Pu, Am, Cm, Np, Eu 及び Al ではコロイドの形成が示唆され

たが，Sb, Cs, Si, B, Li, Ca, Zn 及び Na ではコロイドはほとんど形成していないことが推定さ

れた。これより，難溶性核種のコロイドの形成傾向は，浸出液中に存在する支配的溶存化学種の

価数に依存すると考えられ，また可溶性核種は難溶性核種よりもコロイドを形成する能力が小さ

いと推測された。浸出液中に形成された Al の真性コロイドは，収着媒体として作用することによ

 Ｗ廃棄体-94 

 



り，アクチニドの疑似コロイドを形成する可能性も考えられる。 

これらの挙動を考えた場合，地下水の水質はコロイド形成機構に，ガラス固化体の溶解はコロ

イド形成速度に寄与する。またガラス固化体の変質は，コロイド形成機構への長期的影響として

関与すると考えられる。 

また，オーバーパックにおけるコロイド形成に関しては，ガラス固化体の溶解にともない溶出

する放射性元素のうち，難溶性の核種については真性コロイドを形成することが指摘されており，

核種が Si 含有コロイドなどに収着することによって疑似コロイドを形成することが考えられる。

これらの核種はオーバーパックの貫通により，放射性のコロイドとして漏洩する。 

また，オーバーパックの腐食過程において，水酸化物などの Fe 含有コロイドを形成する恐れが

あり，2)生成するコロイドの化学形態は，オーバーパックを設置した環境及び腐食生成物の化学特

性に依存し，またベントナイト間隙水の組成はコロイドの安定性にも影響する。これらのコロイ

ドに核種が収着した場合，オーバーパックに起因するコロイドについても疑似コロイド形成に関

与し得ることが考えられるが，現状では，その生成機構や種類については，十分な知見は得られ

ていない。 

 

4.1.2 TRU 廃棄物処分におけるコロイド影響 
TRU 廃棄物処分におけるコロイド影響については，第１次 TRU レポート等で検討されている 3)。 

TRU 一般にコロイドが水溶液中で安定に存在(分散)するためには次の 2 つの要件を満足する必

要がある。 

• 

• 

コロイド自身の水溶液中に対する溶解度が小さいこと 

コロイドの衝突による凝集がおきないこと 

安定なコロイド溶液ではあっても，それに電解質を加えることによってコロイドの凝集(もしく

は塩析)が生じてコロイドが不安定になる現象が生じる。 

廃棄体を固形化するセメント系材料に着目すると，セメント間隙水の性状は，高アルカリ，高

イオン強度という特徴を有しており，電解質に投入された上記の溶液性状に対応する。したがっ

て，何らかの要因でセメント系材料にて固形化した廃棄体中でコロイドが発生したとしても，セ

メント間隙水でそれらのコロイドが安定に存在することは困難であるとされてきた。この考えは，

フミン酸コロイドがセメントと接触した際に不安定化することや 4)，鉄，ジルコニウム，マグネ

シウムのような金属の腐食生成物をソースとするコロイドがセメント環境中では不安定 5),6)であ

るという事実と一致する。 

固形化材料を使用しないハル・エンドピースについては，現状の処分施設では，キャニスタ 4

本をパッケージ化し，モルタル充填することを想定しているため，腐食性生物を起源とするコロ

イドの安定性は上記と同様のことが想定される。 

しかしながら，その一方で J.D.F.Ramsay 等の報告 5)において，セメント系材料からの浸出液中

にコロイドの生成が間接的に示されて以来，セメント間隙水中のコロイド濃度について 109～

1013particles/L であると報告されている 5),6)。 

岩井田らは，28 日間水和養生させたセメントペーストを，0.09mm 以下に粉砕後，液固比 2000g/g

で 1 年間蒸留水に浸漬させた溶液を限外ろ過し，セメント由来のシリカコロイドの生成はみられ

なかったことを報告している 7)。 
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また，長崎らは，限外ろ過フィルターを用いた同様の試験と，Laser Light Scattering 法によ

る研究を行い，セメント系材料の間隙水中のコロイド濃度が低く，また，その殆どがカルサイト

であることを報告した 8)。殆どの核種でカルサイトへの収着性は低いため，この種のコロイドの

核種移行への影響は殆どないものと考えられている。 

モデル研究では，NAGRA において，ニアフィールドコロイドの影響を遅延係数に置き換える簡

易的なモデルによって評価する手法が報告されている 9)。 

セメント系材料に由来するコロイドについては現状での知見が少なく，今後の検討課題である

が，前述の研究例から，大きな影響はないものと考えられている。 

 
4.2 経時変化予測 

特に無し 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

TRU 廃棄体と関連したナチュラルアナログは特に無し。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
TRU 廃棄体におけるコロイド影響については，知見が不足していることから，コロイドの生成

機構及び種類については不確実性として挙げられる。 

4.4.2 データに関する不確実性 
上記の現象に関する不確実性と関連し，知見の不足によるコロイドの移行特性等のデータの不

確実性が挙げられる。 
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ＷＣ－０９：廃棄体での硝酸塩影響 

 
１．名称 
廃棄体での硝酸塩影響（WC-09） 

 
２．概要 
硝酸塩を含有する廃棄体は，以下の通りである。 

・ 民間再処理操業廃棄物 ：乾燥・造粒ペレットセメント固化体 

・ JNC再処理操業廃棄物：アスファルト固化体，硝酸塩固化体，スラリー固化体 

・ 返還低レベル廃棄物  ：ビチューメン固化体 
廃棄体での硝酸塩影響に関しては，硝酸塩を含有する廃棄体が地下水と接触して溶出した硝酸

塩によって，廃棄体への変質及び核種の収着・沈殿・溶解の物質移行プロセスへの影響が懸念さ

れている。廃棄体での硝酸塩の影響は，廃棄体中の硝酸塩含有量，間隙水中の硝酸塩濃度，及び

廃棄体の化学的な変遷によって決定付けられる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
硝酸塩は可溶性の塩であるため，埋設処分後に地下水と接触すると，間隙水中に溶解すること

が想定される。間隙水中に溶解した硝酸塩による処分システムへの影響としては，間隙水の水質

変化やそれに伴う人工バリア材の変質，および核種の収着・沈殿・溶解の物質移行プロセスへの

影響が考えられる。さらに，硝酸塩を含有しない処分坑道への硝酸塩が移行することによって，

硝酸塩を含有しない廃棄体の核種閉じ込め性への影響も考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
窒素は，酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により様々な化学形態をとるが，処分環境で想定さ

れる低 Eh・高 pH の状態では，熱力学的な安定領域を示す Eh-pH 図 1)においては，NH3が無機系窒素形

態としては安定となる。しかしながら，比較的低温でNO3
-からNH3に還元される速度は，微生物活動等

が関与しなければ非常に遅いとされている2)。なお硝酸イオンの処分環境条件下での形態変化に関して

は現在研究が進められているところであり，炭素鋼を還元剤とする試験の結果，一部の硝酸イオンが

アンモニア及び亜硝酸イオンに還元されることが報告されている3)。アンモニウムイオンの形態は，核

種との錯体を生成することによって，その移行特性が変化する可能性があるが，Ni の溶解度へのアン

モニウムイオンの影響確認試験が行われており，NH3濃度が0.1mol/dm3まではほとんど影響はないが、

0.51mol/dm3では一桁程度上昇することが認められた4)。 

一方で窒素には有機系窒素形態があり，これらは環境中の動植物や微生物が関与する。微生物が酸

素の代わりに NO3
-を用いて有機物を分解する(脱窒と呼ばれる)ことにより硝酸や亜硝酸が窒素に還元

される5)。脱窒能を有する細菌は20属以上が知られているが，脱窒菌の影響や脱窒反応自体に関する

研究は土壌や肥料の分野で多く認められるものの地下深部の環境での研究例は見当たらない。 

セメント系材料においては，間隙水中に NO3
-イオンが存在することによって，アニオン核種との競
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合によって，分配係数が減少する可能性がある。また，セメント間隙水中に多量に硝酸塩が存在する

ことで条件によってはセメント系材料の溶解が促進される可能性がある。藤田らは，OPCペースト硬化

体に 1.0mol/L の NaNO3水溶液の通水試験を実施したところ，Ca(OH)2との平衡期間中に溶出する Ca 濃

度は，イオン交換水通水時の濃度(Ca(OH)2の飽和濃度に近い約20mmol/L)の約1.5倍であることを確認

している。このことから，1.0mol/Lの NaNO3の影響により，Ca(OH)2の溶脱が促進されたものと考えて

いる6)，7)，8)。 

また，廃棄体容器及び構造躯体に使用される金属の腐食反応への影響に関して，炭素鋼との反応に

ついて研究が進められており，炭素鋼からの水素発生速度は硝酸塩の濃度の増加とともに減少したこ

とを確認している9)。 

 

4.2 経時変化予測 
硝酸塩影響に関する経時変化予測については，村瀬ら 10)が廃棄体から溶出する硝酸塩によるプルー

ム解析を実施されている。なお，解析形態は余裕深度廃棄物処分施設を想定しており，解析結果によ

ると，廃棄体近傍の間隙水中の硝酸塩濃度は飽和濃度に達する可能性のあることが示されている。ま

た，同解析において人工バリア材においては も外側のベントナイト混合土層で飽和濃度の約 1/10，

天然バリアでは移行距離100mで飽和濃度の約1/1000の濃度で推移することが示されている。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
近の研究事例では微生物の地下環境における存在が無視できなくなってきている。微生物影響に

よる不確実性が存在する可能性がある。 
4.4.2 データに関する不確実性 

解析においては，前提として，硝酸塩は瞬時に放出すること，化学的な変遷を考慮していことによる

不確実性が考えられる。 
 
＜参考文献＞ 
[1] Pourbaix, M.(1966)： Atlas of Electrochemical Equilibria, Pergamon Press, p.498. 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検討

書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[3] 本田，他(2005)：炭素鋼の腐食に伴う硝酸イオンの化学的変遷のモデル化, サイクル機構技術

資料, JNC TN8400 2005-023． 

[4] 宮本真哉、佐藤光吉、三原守弘(2005)：ニッケルの溶解度に及ぼす塩化アンモニウム濃度の影

響，JNC TN-8400 2005-028． 

[5] 大政正隆(1952)：土の科学，NHKブックス，p.51 ． 

[6] 藤田，他(2003)：セメント水和物の溶脱挙動へ与える硝酸塩の影響，土木学会，コンクリート
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学会 2004年秋の大会予稿集，I25 ． 
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ＷＣ－１０：廃棄体で硫酸塩影響 

 
１．名称 
廃棄体で硫酸塩影響(WC-10) 

 
２．概要 
硫酸塩を含有する廃棄体は，以下の通りである。 

・ 余裕深度対象廃棄物：樹脂Ａ 

 

廃棄体での硫酸塩影響に関しては，地下水中に存在する硫酸塩，及び樹脂から流出した硫酸塩

に起因する硫酸イオンと廃棄体中のセメント成分との反応によるエトリンガイト生成に関する影

響が考えられる。エトリンガイトは膨張性のあるセメント鉱物であるため，エトリンガイトが生

成することによって，廃棄体の亀裂発生の要因 1)となり，核種移行への影響が懸念される。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
硫酸塩の主成分は，Na2SO4 であり，溶出した硫酸イオン(SO4)は，セメント系材料と反応し，エ

トリンガイトを形成して，膨張ひび割れ現象を起こす可能性がある。この形成されたひび割れが

透水係数を増加させ，核種の移行経路となりうる可能性がある。 

更に，地下水中に含有する硫酸イオンについても同様の現象が起こる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
硫酸塩がセメント系材料の変質に及ぼす影響に関しては，これまで，比較的高濃度の硫酸イオンに

関するものが数多く行われてきたが，廃棄体や緩衝材等からの浸出のように低濃度の硫酸イオンの影

響を扱った研究例は皆無である。また，硫酸塩によるセメント系材料の劣化の要因はエトリンガイト

の生成をはじめとするアルミネート相の変遷によるところが大きい。フリーデル氏塩を生成する塩化

物イオンとの複合劣化なども懸念されるが，複合要因に関する報告例も皆無である。 

エトリンガイトが生成すると，体積が膨張し，量が少ない場合には間隙を埋めることとなるが，大

量に生成すると，セメント系材料のひび割れの原因となる。つまり，余裕深度処分施設において期待

されているセメント系材料に要求される低透水性は，エトリンガイトの生成量によって左右される。

エトリンガイトの生成量は，地下水中の硫酸塩濃度や使用するセメントのC3A含有量によって影響を受

ける。 

エトリンガイトの生成反応は以下で表される。 

 

C3A+CaSO4+32H2O→C3A･3CaSO4･32H2O（エトリンガイト） 

 

更に，エトリンガイトは，モノサルフェートへ転移する性質も持ち合わせている。反応を以下に記

述する。 
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C3A･3CaSO4･32H2O+2C3A+4H2O→3C3A･CaSO4･12H2O（モノサルフェート） 

略号 C：CaO，A：Al2O3，C3A：3CaO･ Al2O3   

 

エトリンガイトの生成濃度については，液相中の硫酸イオン濃度が1.0E-03mol/L以上となればエト

リンガイトを生成する。類似する鉱物のモノサルフェートについては，液相中の硫酸イオン濃度が

1.85E-05mol/L以下で安定である2)。 

上記の液相中の硫酸イオン濃度の領域を考慮すると，樹脂廃棄体からの硫酸塩溶出量及び地下水の

硫酸イオン濃度が低くなれば，硫酸イオンがセメント系バリア材に影響を与えない可能性があるが，

上述のように低濃度の硫酸イオンの挙動は未だ解明されたとは言えない。 

しかしながら，一方で，海水で生成するエトリンガイトは非膨張性との報告もある 3)，4)。 

 

4.2 経時変化予測 
処分施設全体における人工バリア材の溶解変質挙動の経時変化予測については，鉱物の溶解・二次

鉱物の生成も含めた地球化学的解析は実施されているものの，エトリンガイトの生成に伴った体積膨

張による廃棄体のひび割れ発生等の力学的な解析はなされていないのが現状である。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
エトリンガイトの生成に関しては，生成する場所の特定と生成時間の予測は非常に困難であり，不

確実性があると考えられている。また，複合的な要因として，地下水成分や緩衝材等の共存する成分

によるエトリンガイト生成についても不確実性としてあげられる。 
 
4.4.2 データに関する不確実性 

エトリンガイト生成に関する SO4
2-濃度については，上記で記したように，複合的な要因が作用する

と，変化する可能性が有る。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 荒井康夫(1993)：セメントの材料化学，改訂 2版，大日本図書，中央出版． 

[2] Atkins, M., et al. (1992).: Cement Hydrate Phases:Solibility at 25℃, Cement Concrete 

Research, Vol22  

[3] Skalay, J., Marchand, J., Odler, I.(2002): Sulfate attack on concrete, Mordern Concrete 

Technology Series, No.10. 

[4] 土木学会(2003)：コンクリート委員会化学的侵食・溶脱研究小委員会(323)委員会報告，コンク

リート技術シリーズ コンクリートの化学的侵食・溶脱に関する研究の現状 コンクリートの

化学的浸食・溶脱に関するシンポジウム論文集，p.70． 
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ＷＣ－１１：廃棄体でのガスの発生と影響 

 
１．名称 

廃棄体でのガスの発生と影響(WC-11) 

 
２．概要 

廃棄体に含有される金属及び金属の廃棄体容器の腐食、有機物の分解、地下水の放射線分解等により、

廃棄体からガスが発生する。ガスが発生することにより内部圧力が上昇し、汚染水が排出される可能性

がある。また、ガス圧により、廃棄体あるいは施設を破壊する可能性がある。さらに、ガス透気経路が

生成された場合は、放射性ガスの移行が促進される可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
TRU廃棄物処分システムでは、以下のようなメカニズムによりガスが発生すると考えられる。 

・炭素鋼、ステンレス鋼、ジルカロイの水素発生型腐食によるH2ガスの発生 

・セルロースやビチューメンなどの有機物の微生物分解によるH2、CH4、CO2等の発生 

・間隙水及び有機材料の放射線分解によるH2等の発生 

・α崩壊によるHeガスの発生 
 

3.2 安全性への影響度合 

処分施設内のガス発生量が、ガスが間隙水に溶解して処分施設外へ散逸する量を上回る場合は、処分

施設内が蓄圧され、処分施設が有する核種の移行遅延機能に以下のような影響を与える可能性がある。 
・人工バリアの内側と外側で圧力勾配が生じ、人工バリア内の放射性核種を含有する間隙水が早期に

放出される可能性がある。 
・廃棄体容器・人工バリア及びニアフィールド岩盤が力学的に許容できる圧力を越えた場合、これら

が破壊され、例えば卓越的な経路が発生して核種の漏出が促進される可能性がある。 
・ガス透気経路が生成された場合、放射性ガスの移行が促進される可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
還元雰囲気における鉄の腐食に伴うガス発生量は、鉄の腐食生成物が 終的に地質環境条件で も安

定であると考えられているマグネタイトになると仮定すれば、以下の反応式により評価することが可能

である1)。 

 

)(2)(432)( 443 gss HOFeOHFe +→+  

 
また、腐食速度は被膜の形成により時間とともに減少することが実験的に確認されている。 

  Ｗ廃棄体-103



余裕深度処分および TRU 廃棄物地層処分の廃棄体領域においては、還元雰囲気で、かつ高 pH である

と考えられる。そのような環境での炭素鋼の腐食速度の測定事例は数多く存在し、不動態膜が形成され

るまでの初期の腐食速度を除けば、腐食速度は極めて小さいと考えられている。30℃以下のセメント環

境での炭素鋼と純鉄ワイヤーの腐食速度として、3.0E-09～2.0E-09m/yが、まとめられている2)。また、

炭素鋼片を用いた実験で、3.0E-09m/y が報告されている 3)。SUS およびジルカロイは腐食速度が非常に

小さいため研究事例が少ないが、国内における事例4)では、SUSでは10-9～10-8 m/y、ジルカロイは1.0E-10

～1.0e-09m/y という試験結果が得られている。また、脇他らの報告において、SUSやジルカロイについ

ての処分環境を想定した系(pH＝10、酸化還元電位=-700～-600mV)での金属腐食速度の測定を実施してい

る5)、6)｡その結果から腐食速度は、SUS304：1.0E-01μm/y、Zry-4：約7.0E-03μm/yと非常に小さい値を

示している。 

微生物による有機物からのガス発生速度は、微生物の種類、有機物の種類、酸素濃度、pH、微生物の

エネルギー源、微生物に対する有毒物質の存在等に依存する。また、高pH環境下では微生物の活動が低

下するとの報告 7)もあるが、処分環境には多種多様な微生物が存在すると考えられるため、現状では有

機物からのガス発生は完全に否定できないと考えられる。 

放射線分解によるガス発生速度は、間隙水の吸収線量及び水素ガスのＧ値（放射線エネルギー100eV

あたりで生成する数）により推定することが可能である。しかしながら、放射線分解により発生するガ

スの量は、金属腐食によるガス発生量と比較して小さいと考えられる8)。 

 
4.2 経時変化予測 

該当無し。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.1.1 現象に関する不確実性 
金属のガス発生速度は、金属表面に被膜が形成されることにより低下する可能性がある。ただし、安

全評価上、人工バリア内の蓄圧が遅くなるほうに働くため、この不確実性を見込まない方が保守的な評

価となる。また、有機物からのガス発生速度は、微生物の栄養源の量、温度、pH等の環境条件の影響を

受ける。これらの因子のメカニズムが必ずしも明確になっていないため、たとえこれらを考慮したモデ

ルを使用しても不確実性は存在する。放射線分解によるガス発生速度は、廃棄体内部の間隙の存在状態、

間隙水組成等に依存する。 

 
4.1.2 データに関する不確実性 

金属の腐食メカニズムおよび腐食速度は酸化雰囲気と還元雰囲気で異なるため、ガス発生速度も変化

する。 

セメント系材料に対するガスの移行特性に関するデータについては、十分に取得されているとは言

い難い状況にある。また、現状では廃棄体・充填材領域は、健全な状態にあるセメント系材料の透過

係数や毛管圧のデータを採用しているが、廃棄体と充填材の界面や充填材中における亀裂の発生等に
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より、設定しているよりも透気性が高い可能性がある。 

ガス移行モデルにおいては、気・液２相流モデルを用いているが、気・液２相流＋力学連成モ

デル 9)による評価や、巨視的な破壊モードの検討について未実施である。 
 
＜参考文献＞ 
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Geological Barriers for a Deep Repository for Radioactive Waste. A Joint EC/NEA Status 

Report, European Commission Report EUR 19122EN 

[3 ] Ando, K., Fujiwara, A., Tokuyama, S., Adachi, T.  et al.(2001):Total System 

Evaluation of GAS Generation and Migration IN the Radioactive Waste Repository. 

Proceeding of GLOBAL 2001, September 9-13. 
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ＷＣ－１２：廃棄体での塩の蓄積  

 
１．名称 
廃棄体での塩の蓄積 (WC-12) 

 
２．概要 
閉鎖後初期の温度勾配存在下では，塩が蓄積する可能性がある。塩が蓄積しうる理由としては，

①熱源周囲での地下水の蒸散による濃縮現象と，②塩の溶解度の温度依存性（例えば gypsum 等の

硫酸塩は温度が高いほど溶解度が小さいため，熱源周囲で沈殿しやすい）が指摘される。 

塩が蓄積する場合，局所的な化学環境変化をもたらしうるとともに，空隙を閉塞するなど，場

の空隙特性（空隙率，空隙構造）を変化させることが考えられる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
塩の蓄積の駆動力となっているのは発熱性廃棄体に起因する温度勾配であり，この現象の対象

となりうる廃棄体は，ハル・エンドピースのように，付着燃料や放射化生成物が多い廃棄物であ

る。 
塩の蓄積による局所的な化学環境変化については，間隙水性状の局所的な変化に起因する種々

の影響，例えば核種の溶解度・収着分配係数等核種移行パラメータの変化，容器の腐食挙動など

に影響を及ぼしうる。また，塩の蓄積による空隙の閉塞は，水理特性，物質移動特性に影響を及

ぼしうる。 
しかしながら，地温状態に終息するか，再冠水して十分な地下水が供給される状態になれば，

そもそも塩の蓄積は生じないか，あるいは一度は蓄積した塩も再溶解することが考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
塩の蓄積現象について，廃棄体に特化した試験研究は散見されない。 

緩衝材への影響を狙った試験としては，海水条件，温度勾配下で塩の蓄積が生じうることを確

認した実験室規模の試験 1)，gypsum の生成を実際に観測した Aspo HRL での in situ 試験 2)等が指

摘できる。 

もともと塩の蓄積現象は HLW 処分の分野で懸念されてきた現象であり，特に廃棄体に隣接する

膨潤性の緩衝材での現象発現が注目されていたものである。塩の蓄積によって緩衝材間隙が閉塞

した場合，セメンテーション効果によって緩衝材の膨潤性能（の一部）が損なわれる可能性が指

摘されてきた 1)。しかしながら，セメント系材料に代表されるような TRU 地層処分あるいは余裕

深度処分の廃棄体では，塩の蓄積現象が廃棄体の性能に大きな影響を及ぼすことは考えにくい。 

例外があるとすれば，発熱性廃棄体に肉厚の外部容器を適用し，その外部容器に遮蔽性能だけ

でなく閉鎖後の閉じ込め性能を期待する場合には，塩の蓄積による局所的な化学環境変化が及ぼ

しうる腐食挙動への影響を確認する意味があるかもしれない。 
 
4.2 経時変化予測 
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塩の蓄積を促進する要因は温度勾配であり，一方これを阻害する要因は地下水の供給（再冠水）

である。したがって，塩の蓄積が生じうるのは，温度勾配が有意に存在しており，かつ再冠水前

後の期間に限定される。 
極端な条件を想定しなければ，上記期間は数十年～数百年程度と推測される。しかしながら，

ひとたび塩が蓄積した場合，①塩が空隙を閉塞→②地下水の浸入を抑制→③熱の逃散を抑制→④

塩の蓄積を促進といった正のフィードバックループも想定しうるため，塩の蓄積が長期化する可

能性もある。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

岩塩中にしばしば観測される炭酸塩（主に石灰岩とドロマイト），硬石膏，あるいはそれらの

互層の形成過程 3)は，再冠水時における塩の蓄積プロセスに類似しているものと考えられる。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
経時変化予測の項にて指摘したように，閉鎖後の熱－水－化学連成現象について， 終的には地温・

地下水飽和・塩が溶解した状態に終息するとしても，そこに至るまでのプロセス詳細については，なお

不確実性が残っているものと考えられる。 

4.4.2 データに関する不確実性 

再冠水解析に必要となるデータ（ガス透過係数等）や，水化学解析に必要となるデータ（平衡定数，

安定度定数，エンタルピー等）については，なお不確実性が残っているものと考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] Karnland, O., and Pusch,R. (1995): Cementation Phenomena of Importance for the 

Performance of Smectite Clay Buffers in HLW Repository, Radioactive Waste Management 

and Environmental Remediation, ASME. 

[2] Karnland, O., Sandén, T., Johannesson, L-E, Eriksen, T.,  Jansson, M., Wold, S., 
Pedersen, K., Rosborg, B. (2000): Long Term Test of Buffer Material Final Report on 

the Pilot Parcels, SKB Technical Report 00-22. 

[3] 例えば，Selley, R.C.(1976): An Introduction to Sedimentology, Academic Press. 
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ＷＲ－０１：廃棄体での核種の崩壊・生成 

 
１．名称 
廃棄体での核種の崩壊・生成（WR-01） 

 
２．概要 
TRU 廃棄物の廃棄体中では，放射性核種が崩壊し，娘，孫核種が生成する。これにより，廃棄

体中の核種のインベントリや同位体分率が時間と共に変化する。 

核種の崩壊・生成は放射線の発生を伴うため，そのエネルギーが廃棄体に吸収された場合には

放射線損傷を，廃棄体間隙水に吸収された場合には水の放射線分解による間隙水性状の変化を，

それぞれもたらす可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 核種移行への直接的な影響 
核種の崩壊・生成に伴うインベントリ及び同位体分率の経時変化は，第一に，核種移行解析におけ

るソースの経時変化として重要である。さらに以下のパラメータについても，インベントリ及び同位

体分率の経時変化が影響する。 

溶解度は溶液中の濃度限界として元素毎に規定されるパラメータであり，同位体による分配を考慮

する必要がある（例えば，241Amと 243A

• 

• 

• 

• 

m等）ことから，インベントリの経時変化のみならず同位体分率

の経時変化も重要である。収着分配係数については，線形のisothermの場合には常に一定としうるが，

非線形のisothermの場合にはインベントリの変化に応じて収着分配係数も変化することから，インベ

ントリの経時変化が重要である。特に，非線形収着機構が収着容量から説明される場合には，溶解度

の場合と同様に，同位体分率の経時変化も重要となる（収着容量に対する同位体分配）。 
 

3.2 放射線による影響 

核種の生成・崩壊に伴って発生する放射線（α線，β線，γ線，中性子線）が及ぼす影響として，

以下が考えられる。 

固体の放射線照射では，結晶格子中の原子がはじきだされ，格子に空孔が残り，空孔の移

動によるボイド生成や形状変化等に起因する物理化学的特性の変化がもたらされる。この

ような放射線損傷により，廃棄体容器や固化体の特性が変化する可能性がある。 

固化体の場合，放射性核種は固化体作成時点で固化材のなかで安定化されるが，質量の大

きなヘリウムの原子核を放出するα崩壊が起こると，その反動で固化媒体中の核種が安定

状態からより浸出しやすい状態へと変化する可能性がある。 

廃棄体の間隙水に放射線が照射されると，水の放射線分解により間隙水性状の変化（pH/Eh

変化，ガス発生等）をもたらされる可能性がある。地下深部の還元性雰囲気は処分の安全

性にとって好ましい状況であることから，水の放射線分解による影響の中でも特に，H2O2

等の生成酸化種が残存して酸化性雰囲気を形成する可能性が懸念されている。 

有機物については，放射線を照射されると放射線分解により低次の有機物に分解する可能

性がある。 
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• 放射線により廃棄体での微生物活動は一般に不活性化する。 

 
3.3 崩壊熱による影響 

放射性壊変に伴う崩壊熱の発生は，処分施設での主要な熱源の一つである。崩壊熱の発生は廃棄体

及び周辺の温度を変化させ，人工バリア内の様々な現象に影響を及ぼす可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
TRU廃棄物の廃棄体における放射性核種の放射能，並びにその崩壊，及び娘，孫核種の生成について

は，燃焼・崩壊解析コードORIGEN2を用いて計算が行われている1)。 

 
4.2 経時変化予測 

核種の崩壊・生成の経時変化の予測は，前述の燃焼・崩壊解析コード ORIGEN2 を用いて計算されて

いる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

核種の崩壊のような核物理現象については比較的良く理解されており，主要核種の崩壊定数につい

ても信頼性の高いデータが整備されているものと考えられる。 
 
＜参考文献＞ 
[1] Croff, A. G. (1980): A User’s manual for the ORIGEN2 computer code, ORNL/TM-7175, Oak 

Ridge National Laboratory. 
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ＷＲ－０２：廃棄体間隙水での放射線分解 

 
１．名称 
廃棄体間隙水での放射線分解（WR-02） 

 
２．概要 
廃棄体中に存在する放射性核種の内部照射による廃棄体間隙水の放射線分解は，ガス発生や酸

化性雰囲気の形成など，廃棄体近傍の化学環境の変化をもたらす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
水の放射線分解により，次のようなプライマリー生成物が生成する。 

H2O･･･→e-aq，OH，H，H2O2，H2，H+ 
これらの化学種は廃棄体間隙水において種々の生成・消滅反応を繰り返しながら，次第に比較

的安定な 終生成物に終息する。一般に 終生成物には H2，H2O2，微量の O2などが含まれる。 

このうち H2 は還元剤として，H2O2 は酸化剤としてそれぞれ作用するが，H2 がガスとして散逸

したり，相対的に早い速度で液相中を移行したりした場合，残留した H2O2 によって酸化性雰囲気

が形成される可能性が指摘されている 1)。廃棄体間隙水が酸化性雰囲気となった場合，金属系の

廃棄物や金属容器や鋼製構造躯体の腐食を促進する可能性がある。また，酸化還元電位に敏感な

放射性元素の存在形態（酸化状態）が変化することによって，それらの廃棄体間隙水中での溶解

度や，固化材等廃棄体を構成する材料への収着分配係数などに影響を及ぼすことが考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 水の放射線分解 
比較的単純な系における基礎的な反応機構とその速度定数，各種放射線による水の放射線分解主要

生成物のＧ値などについては，整備されつつある2), 3)。 

 
4.1.2 ガスの発生 

処分施設の環境において，廃棄体間隙水の放射線分解による H2ガスの生成量は，金属及び微生物腐

食によるガスの発生に比較して微小であると評価されている。第１次 TRU レポートでは，廃棄体間隙

水の放射線分解によるガス発生速度は，金属及び微生物腐食によるガス発生速度と比較し，約１桁低

い値となった 4)。また，放射線分解によるガス発生は，放射能の減衰に伴って減衰することから，10

年後にはその累積発生量は金属腐食累積発生量の約 1/300 となることが示されている。したがって，

廃棄体間隙水の放射線分解によるガス発生が処分場に及ぼす影響は金族腐食によるガス発生に比較し

て無視できると考えられる。 

同様に Nirex97 においても，放射線分解によるガスの発生は，金属腐食によるガスの発生に比較し

て微小であることが報告されている5)。 
 

4.1.3 廃棄体における酸化性雰囲気の形成 
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廃棄体間隙水の放射線分解により生成した酸化性の化学種は水及び溶質との相互作用により活性を

失っていく。特に，金属系の廃棄物（ハル圧縮体等）や金属容器の腐食過程に伴い，生成した酸化種

を消費することが考えられる。 

第１次 TRU レポートでは，水の放射線分解反応に関する基礎的なデータと処分場における廃棄体及

び間隙水の条件と廃棄体中の放射性核種濃度を用いて，水の放射線分解の化学反応評価を行っている

4)。鉄イオンの存在を考慮し，廃棄体間隙水のｐＨ及びｐｅ対する放射線分解の影響を保守的に評価し

た結果では，水の放射線分解による酸化性雰囲気への影響は少ないとの結果を得ている。 
 

4.2  経時変化予測 

間隙水の放射線分解の影響は，放射能濃度が減少するにつれて次第に小さくなると予想される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当せず。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
炭酸系，塩素系，窒素酸化物系，鉄イオン系など，共存イオンの種類によって水の放射線分解の反応

機構が異なっており，多種の共存イオンが混合している実際の間隙水性状における水の放射線分解の包

括的な反応機構は必ずしも解明されていない。 
4.4.2 データに関する不確実性 

間隙水性状や照射条件など，実際の条件に対応した水の放射線分解に関するデータ（ラジカル

等の素反応の速度定数，G 値など）にはまだ不確実性も大きく，また，必ずしも網羅的には整備

されていない。 

 
＜参考文献＞ 
[1] Grenthe, I., et al.(1992): Redox Potential and Redox Reaction in deep Groundwater Systems, 

Chemical Geology, Vol.98, pp.131-150. 

[2] 木越邦彦 (1981)：核化学と放射化学-基礎化学選書-，裳華房． 

[3] 村上悠紀雄，他 (1981)：基礎放射化学，丸善． 

[4] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU廃棄物処分概念検討

書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[5] NIREX (1997) : NIREX97. An Assessment of the Post-Closure Performance of a Deep Waste 

Repository at Sellafield. 
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ＷＲ－０３：廃棄体の放射線損傷 

 
１．名称 
廃棄体の放射線損傷（WR-03） 

 
２．概要 
放射性核種の崩壊に伴う放射線によって，廃棄体（固化体，容器等）が放射線損傷を受け，そ

れにより廃棄体の特性が変化する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
金属やセラミック酸化物のような固体では，放射線により結晶格子中の原子がはじきだされ，

格子に空孔を残し，結晶の隙間におさまる。これにより，例えば，空孔の移動によるボイド生成

や形状変化等の物理的特性の変化がもたらされる。このような過程により廃棄物の固化体や容器

に放射線損傷が起きると，廃棄体の特性が変化する可能性がある。 

キャニスタ等の金属製容器の放射線損傷では，閉じ込め期間が短くなる可能性がある。 

廃棄物の固型化材料として使用されるセメント系材料の放射線損傷では，放射性核種に対する

物理的閉じ込め性能が低下する可能性がある。 

廃棄物の固型化材料として使用されるアスファルトは放射線分解により，低次の有機物に分解

され，廃棄体からの核種の放出が促進されたり，錯生成能の高い有機物が生成される可能性があ

る。 

TRU 廃棄物の固化体は，固化体作成時点で放射性核種は固化材のなかで安定化されている。質

量の大きなヘリウムの原子核を放出するα崩壊が起こると，その反動で固化媒体中の核種が安定

状態からより浸出しやすい状態へと変化する可能性がある。非ポーラスな水熱固化体や溶融体で

はヘリウムの蓄積が同時に起こっており，これによる脆性化，スウェリングなどの影響を考慮す

る必要がある。 

 
４．理解の現状 

4.1  モデル／試験研究 

4.1.1 ハル・エンドピース 
TRU廃棄物の中で，最も線量率の高いハル・エンドピースはステンレス鋼製のキャニスタに封入され

ている。炉内材料を中心とした金属材料の放射線損傷に関する研究からは，金属材料の耐放射線性は

比較的良好であることが知られており，それらの知見とハル・エンドピースの線量率（初期は4×10２

Sv/hr，100年で約1000分の1に減衰）とを勘案すれば，放射線損傷による影響は無視できるほど小さ

いと考えられる。 

 
4.1.2 セメント系材料 

廃棄体の固化マトリあるいはセメントグラウトへの放射線影響については，γ照射（9-12MGｙ）を

受けたセメントマトリクスあるいはグラウトの大半は顕著な変化を示していないこと，いくつかのサ

ンプルでは，表面の変色が確認されたこと，BFS/OPC のグラウトの場合は削剥，亀裂，破壊が確認さ
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れたことが報告されている 1)。 

また，駆体コンクリートへの放射線影響については，最大1.9×1010Rの範囲内におけるγ照射がコ

ンクリートの種々の材料特性値（重量，弾性係数，圧縮強度，細孔径分布）に及ぼす影響は，常温に

おいてγヒートに伴う温度上昇による付加的影響が若干あるが，それほど大きなものでないことが報

告されている 2)。 

 
4.1.3 アスファルト 

アスファルトは脂肪族及び芳香族の炭化水素から成る高分子混合物であり，放射線による影響

を受けやすいことが知られている 3)。放射線の照射による影響としては，ガス（特に H2ガス）の

発生，可溶性の低分子有機物の生成，膨張，硬化（軟化点の上昇と針入度の低下）等が指摘され

ている。 

αドープサンプルを用いた内部照射試験では，発生する水素ガスの収率として平均 1.2 

[mL(STP)/g/MGy]が得られている 4)。内部照射による水素ガス発生量は，γ線による外部照射の場

合よりも多く，上記の内部照射での収率は外部照射での収率の 2.7 倍に相当することも併せて記

述されている。 

可溶性低分子有機物の生成については，有酸素条件下での 60Co による 10MGy までのγ照射試験

において，シュウ酸(oxalate)，酢酸(acetate)，蟻酸(formate)が 0.01-0.04 [mg/g-bitumen]程

度生成したことが確認されている（図１参照）5)。 

照射に伴うアスファルトの膨張はガス発生と結びついている。膨張とガス逃散のメカニズムは

アスファルトの種類によって異なっており，外部照射試験からは，ブローンアスファルト（例：

Mexphalt R85/40）では引張り応力によって亀裂が生じる一方，ストレートアスファルト（例：

Mexphalt 35）では空隙が生成しにくくサンプル中に気泡が残ることが示されている（図２参照）

6)。また膨張率は，サンプルの幾何形状と照射線量率に依存することが試験的に確認されている（図

３参照）6)。 

照射によるアスファルトの硬化については，ブローンアスファルト，ストレートアスファルト

いずれの場合でも，照射線量の増加とともに軟化点の上昇し併せて針入度が低下することが試験

的に確認されている 6)。 
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図１ アスファルトのγ照射によるシュウ酸，酢酸，蟻酸の生成（線量率11kGy/h） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 照射されたアスファルトの概観 

（R85/40 : ブローンアスファルト Mexphalt 35 : ストレートアスファルト） 
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図３ 異なる照射条件におけるビチューメンの膨張 

(A : Mexphalt 35  B : Mexphalt 85/40) 

(1. φ5.6cm 5.5kGy/h     2. φ2cm 4.4kGy/h     3. φ3cm 6.5kGy/h     4. φ2cm 0.93kGy/h) 
 
（注：図１～３はモニター上に出力されない場合があります。その場合は印刷してご覧下さい） 
 
 
4.1.4 水熱固化体，溶融体等 

水熱固化体や溶融体では，α崩壊による脆性化，スウェリングなどの影響は生じる可能性があるが，

まだ十分な知見は得られていない。 
 
4.2 経時変化予測 

第１次 TRU レポートでは，放射線量率が最大のハル・エンドピース廃棄体について，放射能濃度，

及び蓄積壊変数等を評価している 1)。また，同廃棄体周辺コンクリートの線量率及び集積線量の経時変

化を検討している。ハル・エンドピース廃棄体の放射線量率は100年間で約1000分の1に減衰する。 

 
4.3  ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4  不確実性 

水熱固化体や溶融体のα崩壊による脆性化，スウェリングなどの影響は未確認である。 
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ＷＮ－０１：廃棄体の物質移動特性 

 
１．名称 
廃棄体の物質移動特性（WN-01） 

 
２．概要 
廃棄体の物質移動特性は，廃棄物の物質移動特性，固型化材等充てん物の物質移動特性，容器，

外部容器の物質移動特性によって構成される。廃棄体中での物質移動特性は，廃棄体を構成する

要素（廃棄物，固型化材，空隙，容器）の間隙構造と収着特性および周辺の地下水条件によって

決定される。廃棄体の間隙構造は，廃棄物や固型化材中の塩類等の含有物質の溶出，沈殿，腐食

生成物の生成，応力によるひび割れの発生によって変化する可能性がある。 

非揮発性水溶性の核種や物質の移動に直接関係する特性は，収着，拡散，移流であり，これら

の特性は，間隙構造，周辺の地下水条件，および収着特性で決定される。 

なお，容器，外部容器の特性については，FEP「WN-04 外部容器がある場合の核種放出」で記述

する。 
 
３．安全性への影響機構及び影響度合 
廃棄物中に含まれる放射性核種が廃棄物内部または表面で間隙水中に溶解して廃棄物表面に達

すると廃棄物の外部，すなわち固型化材や容器内の間隙中に移動し，容器の隙間または腐食生成

物などの間隙を経て，廃棄体の外部に放出される。もともと核種が存在する廃棄物から廃棄物表

面で核種が溶解するまでの機構は，廃棄物種類によって大きく異なる。 
表面汚染廃棄物の場合には間隙水の接触で，セメント固化体のような多孔質媒体の場合には廃

棄物中の拡散や収着を経て，放射化金属や溶融体のように不透水性の媒体中に放射性核種が閉じ

こめられている場合には母材の腐食や溶解とともに表面での溶解に至る。 
廃棄物中の核種の移行過程は，廃棄物中の間隙構造に依存し，塩類等の含有物質の溶出，沈殿，

腐食生成物の生成，応力によるひび割れの発生によって，物質移動特性（透水係数，拡散係数，

収着特性）が変化する可能性がある。 
廃棄物表面から廃棄体外部までの移行過程は，固型化材や空隙，容器の間隙構造に依存し，拡

散，移流，収着によって支配される。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

 水中に溶解または浮遊した物質の移動のドライビングフォースは，水の流れに伴う移流と溶質

の熱運動とブラウン運動に起因する拡散である。したがって，水中に溶解した後の廃棄体中での

物質移動は，間隙構造を厳密にモデル化すれば，移流と拡散および媒体との相互作用を記述する

ことによってモデル化することができる。 

 比較的均一な媒体の場合には，拡散係数，透水係数，分散係数と形状，廃棄体周辺の地下水条

件，および収着パラメータを定義することによって，物質移動をモデル化することができる。 
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 廃棄物から水中に溶解した物質の移動に関する試験研究によれば，多孔質媒体の場合には移流

分散方程式で概ね記述することができる 1)。 

 一方，廃棄物表面での核種の水中への溶解に至るまでの過程については，廃棄物からの放射性

物質の浸出（溶出）試験が数多く実施されてきており，セメント固化体，ガラス固化体，プラス

チック固化体，アスファルト固化体，溶融体，放射化金属など，種々の廃棄物種類における浸出

率（ほとんどは１年以内）が測定されており，拡散モデル，溶解モデルなどが適用されている。 

 
4.2 経時変化予測 

 廃棄体中における物質移動特性は，間隙構造と媒体の収着特性に支配されるものであるため，

これらが変化することによって物質移動特性が変化する。 

 間隙構造が変化する要因としては，可溶性の塩類や化学成分の溶出，沈殿物の生成，ひび割れ

の発生，腐食などがあるが，人工バリアの も内側に存在する構成要素であるので，経時変化は

人工バリアの中でもっとも緩やかであると考えられる。 

 間隙構造や収着特性の経時変化を支配するのは，可溶性の化学成分の化学変化，溶解速度，移

流拡散速度，金属腐食速度，熱応力，周辺からの応力であり，これらは廃棄体の種類によって大

きく異なる。 

 も短期的な変化は熱応力と考えられ，１年以内から数１０年のオーダーで変化する可能性が

ある。化学成分の溶解，沈殿，移流拡散は，数１００年～数１０万年以上の期間にわたって徐々

に変化する可能性がある。金属腐食については，極めて緩慢なプロセスであるが，大気中の鉄筋

コンクリート構造物の場合には，数 10μm の腐食によってひび割れが発生している。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

ガラス固化体に対する天然ガラスのナチュラルアナログの研究を除けば，廃棄体を対象とした

研究はほとんどない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
 廃棄物中には種々の化学物質が含まれるため，周辺の化学環境に加えて廃棄物自体から溶出す

る化学物質による水化学環境や化学的変化を考慮する必要がある。さらに，化学物質の溶出によ

る間隙構造の変化や，腐食生成物の生成，沈殿，応力によるひび割れの発生などの物理的な変化

によって，廃棄体の物質移動特性が変化する。 
 廃棄物の物質移動特性は，ひび割れなどの影響を受けるが，その発生予測に関して不確実性があり，

物質移動特性の不確実性の大きな要因となる。 
 多孔質媒体における化学成分の溶出に伴う間隙率の増大や，腐食膨張や内外部応力によるひび

割れの発生は，廃棄体からの放射性核種の放出を増大させる可能性がある。しかしながら，多孔

質媒体における核種の閉じ込め性能は，緩衝材や他のバリアに比べて必ずしも大きくはないので，

システム全体としての性能に必ずしも影響を与えるわけではない。 
 
4.4.2 データに関する不確実性 
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 廃棄体内部は，均一固化体や溶融体などを除けば，廃棄物と固型化材が混在する構造となるため，形

状に関して不確実性がある。 
 個々の廃棄物の物質移動特性に関しては，種々の浸出試験などによってデータが取得されているが，

検討対象の廃棄物に対して全てデータがあるわけではない。 
 金属腐食生成物の間隙構造に対する影響に関しては，ほとんど知見がないため，不確実性は大きい。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 明里栄策，中居邦浩，嶋田秀充(2005)：余裕深度処分における容器の核種放出抑制効果の解

析的検討，(社)日本原子力学会 2005 年（第 43 回）春の年会要旨集 第Ⅲ分冊，pp.644． 
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ＷＮ－０２：多孔質マトリクスからの核種放出 

 
１．名称 

多孔質マトリクスからの核種放出（WN-02） 

 
２．概要 
 ＴＲＵ廃棄物は，放射性核種が含まれる廃棄物を圧縮またはセメント固化あるいはアスファル

ト固化することが考えられている。 

 これらの廃棄物のうち，多孔質マトリクスから直接核種が放出される形態のものとして，硝酸

塩，硝酸塩の造粒体，焼却灰，吸着材などのセメント固化体がある。また，溶融体や金属圧縮体

にセメントを充てんした廃棄体では，セメントマトリクスを経由して核種が放出される。 

 アスファルト固化体やプラスチック固化体は，塩類などの化学成分が溶出した後は，多孔質媒

体になる可能性があるが，このような状況では放射性核種の放出が概ね終了しているので，多孔

質マトリクスではなく，不透水性マトリクスからの核種放出で扱うものとする。 

 セメント固化体に代表される多孔質マトリクスからの核種放出は，マトリクス内の水の流れ，

多孔質媒体の間隙構造によって決まる実効拡散係数および媒体と核種の相互作用によって支配さ

れる。これらの条件は，応力，成分の溶出，化学変化などによって変化しうる。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
 多孔質マトリクスからの核種の放出は，廃棄体中に地下水が浸入して固化体表面に接触すると

表面から地下水中に核種が拡散によって移行することによって生じる。セメント固化体の場合に

は，間隙中に多少とも自由水を含有しており，外部からの地下水浸入がなくても核種が拡散する

ことが考えられる。さらに外部から地下水が接触すると，固化体内部の間隙に地下水が浸透する

とともに，固化体中の間隙や固相に存在していた放射性核種が間隙水中に溶解し，間隙中を拡散

する。この時，放射性核種は多孔質マトリクスを構成する固相に収着し，収着性の高い放射性核

種の放出は抑制される。 

 多孔質マトリクスからの核種の放出は，多孔質マトリクス内の地下水の流れ（セメント固化体

のひび割れのない部分は拡散場と考えられるが，ひび割れ部は周辺の条件によって移流場になる

可能性がある），マトリクス内の実効拡散係数，マトリクスへの収着係数などによって支配され

ており，これらが変化すれば，マトリクスからの核種放出量が変化し，安全性に影響する。 

 多孔質マトリクス内の地下水の流れに影響するのは，マトリクスの透水係数とひび割れの発生

であり，透水係数は初期の空隙構造と化学成分の溶出による空隙構造の変化が影響する。ひび割

れの原因としては，製作時の乾燥収縮，温度ひび割れ，施工時や放射線による温度上昇に伴う熱

応力，地圧，廃棄体容器や廃棄物の腐食による不溶解性腐食生成物の発生，ガスの発生・蓄圧，

マトリクスに含まれる廃棄物の膨潤，エトリンガイトのような体積増加を伴う鉱物生成 1) などが

考えられる。 

 マトリクス内の実効拡散係数は，マトリクスの空隙構造によって決まるので，マトリクス中の
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化学成分の溶出や化学変化などによって影響される。 

 マトリクスへの収着分配係数は，間隙水中の pH，Eh，共存イオンなどの水化学および固相の化

学変化によって影響される。 

 
3.2 影響度合 

 人工バリアからの核種放出に対する影響という観点でみると，廃棄体中の多孔質マトリクスか

らの核種放出は，人工バリアからの核種放出に影響を与えるが，それは多孔質マトリクスの核種

閉じ込め性能が周辺の充てん材や緩衝材による閉じ込め性能と同等程度以上である場合に限られ

る。 
 廃棄体マトリクス内での物質移動を安全評価で考慮しない場合には，廃棄体中の核種の収着特

性だけが人工バリアからの核種放出に対して感度を有する。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
 多孔質マトリクスからの核種放出に関する研究は，松鶴ら 2),3),4)，小川ら 5)など多くの研究が

実施されており，H，C，Co，Sr，Cs などのみかけの拡散係数が測定されており，固化体表面から

の浸出を拡散で表すモデルが提案されている。 

 セメント固化体などの多孔質マトリクスからの核種の放出に関するモデルは，固化体の形状が

維持されることが前提となっており，また，固化体中は拡散支配であることが仮定されている。 

 核種の放出に関する挙動は，表面近傍から核種が放出される初期と，内部からの拡散で放出さ

れる後期にわかれる場合が多いが 2),3),4)，基本的には間隙水中の拡散と固相への収着によって支

配されているものと考えられる。 

 より微細な細孔構造をもつセメントにより拡散遅延が促進される 6)。後藤ら 7)は，セメント固

化体の細孔径分布と拡散係数の検討を行い，細孔半径 20Å以下の細孔量と見かけの拡散係数が強

い相関を示すことを報告している。 

 セメント中には微細な亀裂がはいっており，核種は亀裂と空隙の両方を拡散すると考えられる

8)。 

 拡散に関するデータ収集では，見かけの拡散係数，実効拡散係数といった値の他に，媒体の空

隙率，屈曲度，表面の電気化学的特性といった移行媒体の特性値を整理することが，モデルによ

る実効拡散係数の導出に有効となる。 

 
4.2 経時変化予測 

 多孔質マトリクスからの核種の放出に影響するのは，間隙構造と固相への収着分配係数である

ため，これらが変化すると長期的には放出速度が変化する可能性が考えられる。経時変化に関し

て以下のような検討がある。 

 セメント鉱物の時間変化による固相内部の化学組成の変化によって構造的な変化が生じ，拡散

性能に大きく影響を及ぼすことが考えられる 6)。 

 セメントは地下水中の硫酸イオンとの硫酸塩の生成反応により浸食され，結果的に亀裂の発生

や多孔質な媒体への変化が起こり，透水性が上昇する可能性がある 1)。 
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 セメント固化体の場合には，化学的には長期間にわたって高 pH が維持されるため，変化への影

響は固相への収着分配係数よりも間隙構造の変化が卓越するものと考えられる。間隙構造の変化

の主要な要因は，ひび割れ，Ca(OH)2などのセメントの化学成分の溶出，廃棄物塩の溶出などが考

えられるが，ひび割れを除けば，均一固化体での浸出試験はこれらが含まれた条件でデータが取

得されていることになる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

 特になし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
多孔質マトリクスからの核種放出は，マトリクス表面から生じる事象であり，ひび割れの発生

などによる表面積の増加や，マトリクス内に地下水流が生じることが不確実性の主要な原因であ

ると考えられる。 
また，多孔質マトリクス内部から表面への核種の移動は，多孔質マトリクス内部の間隙構造や

地下水流動に依存する。 
4.4.2 データに関する不確実性 

多孔質マトリクスを構成する材料は，必ずしも一様ではなく，製作者によって異なることや，

製作時のばらつきが考えられ，全ての多孔質マトリクスに関するデータを取得できないことが不

確実性につながる。 
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ＷＮ－０３：不透水マトリクスからの核種放出 

 
１．名称 
 不透水マトリクスからの核種放出（WN-03） 

 
２．概要 
 ＴＲＵ廃棄物のうち，ハル・エンドピース，溶融体，アスファルト固化体，TBP のプラスチッ

ク固化体は，不透水マトリクスとみなすことができる。このうち，廃棄物塩を含むアスファルト

固化体の場合には，表面から浸入した水分で塩類が溶解し，その部分を経路として徐々に内部に

水が浸入するため，セメント固化体などの多孔質マトリクスに近いものと考えられる。 

 これらの廃棄物は，廃棄物自体が不透水であり，廃棄物内部からの放射性核種の放出は，不透

水マトリクスの溶解や腐食によるマトリクスの変質に起因すると考えられる。 

 一般にこれら廃棄物の腐食速度や溶解速度は小さいので，不透水マトリクスからの核種放出は

比較的小さい値となる。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
 不透水マトリクスからの核種の放出は，廃棄体中に地下水が浸入して不透水マトリクス表面に

接触するとマトリクス表面は徐々に腐食または接触水に溶解するようになる。腐食，または溶解

した部分に包蔵されていた放射性核種は，水中に溶解できるようになり，この時点で移動性とな

る。こうしてマトリクスから放出された核種は，固型化材や充てん材，緩衝材中を収着しながら，

拡散，移流，分散によって移行し，人工バリアの外に放出されることになる。 

 不透水マトリクスからの核種の放出は，マトリクスの腐食速度や溶解速度および比表面積に比

例するが，これらは，接触水の pH や Eh に依存する。微生物が影響することもありうる。接触水

の化学特性やひび割れの発生などによって表面積が変化すると，マトリクスからの核種放出量が

変化し，安全性に影響する。 

 人工バリアからの核種放出に対する影響という観点でみると，ハル・エンドピースや溶融体か

らの核種放出は，1E-4 (1/y)程度以下になることが予想されるため 1)，不透水マトリクスからの

核種放出を考慮することの感度は大きいと考えられる。 

 ただし，当初から表面に存在する汚染核種等については，これを考慮することはできない。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
 ハル・エンドピースの材料であるジルカロイについては，埋設環境を想定した条件で腐食速度

が測定されており１,２），0.01～0.001μm/y以下の極めて小さい値が得られている。この研究では，

放射化金属からの核種溶出モデルについても検討されているが，そこでは，一定の溶出速度ある

いは溶出率のモデルが提案されている。 

 溶融体については，金属とセラミクスの２種類が想定されるが，金属溶融体については腐食，

セラミクスについてはガラス固化体からの浸出と同様のモデルが適用できるものと考えられる。

ただし，溶融体の腐食速度や溶解速度は，溶融体の化学組成に大きく依存することに留意する必
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要がある。 

 アスファルト固化体については，浸出試験が行われている（原研 3)，JNC4)）が，放射化金属廃

棄物や溶融体の 1E-4(1/y)以下に比べると浸出速度は大きい。OECD/NEA5)では，アスファルト固化

体の拡散係数として，α核種以外の核種に対して 1E-5～1E-7 cm2/d の拡散係数を与えており，こ

れは 200L ドラム缶形状で初期 100 年間の積算浸出比を溶出率に換算すると 1E-4～1E-3 (1/y)と

なる。 

 ビチューメン固化した放射性廃棄物中の Cs-137 および Co-60 の拡散実験において，放射性核種

の浸出速度に変動はあるものの，300 年以上はビチューメン固化体内に保持されるとの結果が得

られている 6）。 

 

4.2 経時変化予測 
 不透水マトリクスからの核種の放出に影響するのは，腐食速度あるいは溶解速度と表面積であ

り，これらが変化すると長期的には放出速度が変化する可能性が考えられる。 

 腐食速度や溶解速度は，接触水の pH や Eh などの水化学や温度に影響され，表面積は，マトリ

クスに作用する応力によるひび割れ発生などに影響される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

 特になし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
不透水マトリクスからの核種放出は，マトリクス表面から生じる事象であり，ひび割れの発生

などによる表面積の増加が不確実性の要因の１つとして考えられる。また，腐食速度や溶解速度

は廃棄物（不透水マトリクス）の化学組成に大きく影響されるので，作成時の組成の変動が不確

実性の主要な原因であると考えられる。 
4.4.2 データに関する不確実性 

溶融体や金属廃棄物，あるいはアスファルト固化体などの不透水マトリクスからの核種放出を

支配する腐食速度や溶解速度は廃棄物（不透水マトリクス）の化学組成に大きく影響されるが，

対象とする廃棄物種類に関して必ずしも十分なデータを取得することができないことが，不確実

性の原因となる。 
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ＷＮ－０４：外部容器がある場合の核種放出 

 
１．名称 
 外部容器がある場合の核種放出（WN-04） 

 
２．概要 
 国内の低レベル放射性廃棄物の容器として用いられている 200L ドラム缶は厚さ 1.6mm で，蓋部

分に関しても密閉されていないことから，これまで，長期の安全評価では容器の効果は考慮され

ていない。 

 放射性核種濃度の高い廃棄物に関して，放射線遮へいや核種閉じ込めのために高性能の容器が

用いられる可能性もある。このような外部容器が存在する場合には，まず第一に廃棄物と地下水

の接触が遅延され，核種の放出が遅延されることが期待できる。 

 第二に蓋部分などに隙間があるとしても，廃棄体外部との連結部分の接触面積が低減されると

ともに，地下水の流れを抑制し，内部を拡散支配にする効果も期待できる。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
 外部容器が存在する場合には，地下水の接触が遮断されることから，廃棄物中の核種の地下水

中への溶解が遅延され，いわゆる核種閉じ込め期間を考慮することができる。 
 また，廃棄物と周囲の充てん材との接触面積が容器によって低減され，廃棄体からの核種漏出

量が抑制される。開口部が限定される場合には，周辺に地下水流が存在したとしても廃棄体内部

が拡散場になる可能性もある。 
 外部容器を介した廃棄体からの核種の放出は，容器の開口部の状態（地下水流動方向に対する

位置，内部の廃棄物と開口部の位置関係，開口面積，開口部充てん物の透水係数や拡散係数など）

によって支配される。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
 肉厚の容器が存在する場合の核種放出に関する検討事例 1)では，廃棄物部分が拡散場になる条

件を検討しており，①周辺に対して 1/10 以下の透水係数のバリア材または固型化材，②容器隙間

の 10 倍厚さのバリア層と周辺と同等の透水係数などの結果が示されている。 

 また，内部が拡散場になったとして，容器の隙間を介した拡散による漏出に関しては，開口部

が空隙として存在する場合には，核種放出の抑制効果が小さく，開口部にベントナイトなどが充

てんされると抑制効果が生じることが示されている。 

 外部容器による核種閉じ込めの感度は，対象とする核種の半減期によって決まる。高レベルガ

ラス固化体で期待している 1000 年程度の閉じ込めでは，H-3, Sr-90, Cs-137 などの短半減期核

種については多大な効果を有するが，C-14 や I-129 に対する直接的な効果は小さい。ただし，高

線量廃棄体については，廃棄体から放出された後の放射線分解や温度の影響を緩和することがで

きる。 

 容器の開口部が小さく維持される場合には，廃棄体からの核種放出を抑制することが期待でき
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る。この抑制効果が概ね 1/10000 を下回ると人工バリアからの放出速度に対して感度を有するこ

とが期待できる。 

 

4.2 経時変化予測 

 外部容器の開口までの時間遅れに関しては，腐食機構及び腐食速度から想定される。開口部の

位置関係開口部に生成する腐食生成物などの性状については，現状では予測が困難である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

 特になし。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

 外部容器による核種放出抑制に関しては，不透水層による遮断と開口部を経た物質移行である

ので，現象論としての不確実性は小さい。 
4.4.2 データに関する不確実性 

外部容器による放射性核種の閉じ込め期間や，開口部の経時変化の予測に関して， も大きな

不確実性が存在する。 
 

＜参考文献＞ 
[1]  明里栄策，中居邦浩，嶋田秀充（2005）：余裕深度処分における容器の核種放出抑制効果

の解析的検討，(社)日本原子力学会 2005 年（第 43 回）春の年会要旨集 第Ⅲ分冊，pp.644． 
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ＷＮ－０５：核種の収着 

 
１．名称 

核種の収着（WN-05） 

 
２．概要 

廃棄体中の核種保持媒体から開放・放出された放射性核種は、一般に、①移動性成分（通常は溶解性核

種だが、揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と、非移動性の②沈殿成分、③吸着成分に分配される。 

核種の収着は固液界面での現象であり、固相である廃棄体の表面特性と液相である地下水の地球化学的

特性に依存する。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

「収着(sorption)」とは、本来、気体または溶液中の溶質が固体表面および内部に取り込まれ

る現象を包括的に示す言葉であり、物理吸着、イオン交換、表面錯体形成、鉱物化等の現象を含

んでいる。これら素現象の駆動力となっているものは、物理吸着では van der Waals 力、イオン

交換では静電ポテンシャル、表面錯体形成では共有結合、鉱物化ではギブス自由エネルギーの不

均衡である。 

収着の程度を定量化する も一般的なアプローチは、分配係数 Kd [m3 kg-1]の導入である。放

射性元素 iの当該固相への分配係数 Kd,i は、固相への収着濃度 Si [mol kg-1]と液相中の濃度 Ci 

[mol m-3]の比として、次のように定義される。 

   
i

i
i C
SKd =      (1) 

分配係数を導入する場合、通常、収着反応が可逆であること、収着反応が平衡状態にあること

を前提とする。さらに、収着する放射性元素の存在量に対して固相側の収着サイトの存在量が十

分に多いことが明らかな場合には線形収着が成立し、分配係数は、放射性元素濃度によらず、常

に一定の固有値として取り扱うことができる。しかしながら実際には、不可逆な収着や 1)、収着

の非線形性が認められる観察事例 2)も報告されている。 

 

４．理解の現状 
4.1 モデル／試験研究 

TRU 地層処分、余裕深度処分の場合、廃棄体を構成する材料はさまざまであり、材料ごとに収

着特性は異なる。ここでは、代表的な廃棄体材料への収着メカニズムについて記述する。 

 

【セメント系材料】 

セメント系材料は良好な吸着媒体のひとつと考えられている。しかしながら、その鉱物組

成・鉱物変遷は複雑であり、その吸着メカニズムが詳細に理解されているわけではない。現在、

吸着への寄与が大きい鉱物として、その非晶質性のゆえに表面積の大きい CSH ゲルが示唆され

ている 3)。 

【ビチューメン】 
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ビチューメンの主要な構成元素は炭素と水素であり、そのままでは吸着サイトを形成しにくい

構造となっている。地下水との接触によりその一部が変質した場合、（有機酸のような）吸着サ

イトを形成する可能性もあるが、ビチューメンは通常、非吸着性媒体とみなされる。 

【金属】 

廃棄物あるいは容器として廃棄体を構成する金属が地下水と接触することで生成される腐食

生成物は良好な吸着サイトとなることが知られている 4)。FeOOH 等いくつかの腐食生成物につい

ては、固相サイトとの吸着を化学平衡に見立てた表面錯体モデルを適用する基礎が準備されつつ

ある 5)。しかしながら、評価の保守性のために、腐食生成物への吸着は一般に無視される傾向に

ある。 

 
4.2 経時変化予測 

分配係数の経時変化は、間隙水性状の変化と固相の化学特性変化とに分解して考えることがで

きる。 
間隙水は、ごく初期段階では高温かつ酸化性雰囲気となっている可能性があり、液相中での核

種の存在形態が異なるために、還元性を仮定した場合の通常の分配係数とは全く異なる可能性が

ある。 
還元性に復帰した後は、ＴＲＵ地層処分、余裕深度処分に特徴的なセメント系材料の影響、す

なわちｐＨの影響が顕著である。使用されるセメント系材料の仕様にも依存するが、一般にセメ

ント系鉱物の自律的変遷に応じて、間隙水のｐＨも高アルカリから中性領域に経時的に変化する

ことが指摘されており、このｐＨ変化に応じて、放射性元素の speciation が変化するとともに、

表面錯体による吸着の場合、表面サイトの解離状態も変化する可能性がある。 

一方、固相側の化学的特性の経時変化としては、セメント系材料の自律的変遷に伴う鉱物変遷

の影響が顕著であり、複数の吸着サイトの生成・消滅が経時的に進展する。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 
利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 

4.4 不確実性 
概念的な不確実性のうち、より本質的な問題は、吸着平衡の成立性、すなわち固定化のような

不可逆なプロセスの可能性がある。 
また、特にセメント系材料については、それが良好な吸着媒体となりうることには認められつ

つあるものの、経時変化を含めたその吸着メカニズムについては、なお多くの不確実性を含んで

いる。 
 

4.4.1 現象に関する不確実性 

収着平衡の成否 • 

• 

• 

• 

線形収着／非線形収着 
経時変化を含む収着サイトのキャラクタリゼーション 
収着サイトへの収着のメカニズム 
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4.4.2 データに関する不確実性 

海水条件下での分配係数 • 

• 分配係数の温度補正 

 

＜参考文献＞ 
[1] Khan, S. A. et al.(1994): Sorption of cesium on bentonite, Waste Management, Vol.14, 

No.7, pp.629-642. 

[2] 福井正美(1999)：各種測定法による溶質の Kd 比較，京都大学原子炉実験所「天然バリア

Kd」専門研究会報告書，KURRI-KR-44, pp.191-196. 

[3] 藤田智成，杉山大輔，塚本政樹，横山速一(1997)：TRU 廃棄物処分の化学的バリア性能に

関する課題の調査，電力中央研究所報告 U97017. 

[4] 例えば、Stumm, W.(1990) : Aquatic Chemical Kinetics, John Wiley & Sons, Inc. 

[5] 例えば、Dzombak and Morel : Surface complexation. 
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ＷＮ－０６：核種の沈殿・溶解 

 
１．名称 

核種の沈殿・溶解（WN-06） 

 
２．概要 

廃棄体中の核種保持媒体から開放・放出された放射性核種は、一般に、①移動性成分（通常は溶解

性核種だが、揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と、非移動性の②沈殿成分、③吸着成分に

分配される。 

間隙水中の核種濃度の上限値が溶解度であり、これを越えた場合、 終的には化学平衡が成立して

核種の沈殿固相を形成する。移流あるいは拡散によって核種が移動し、液相の核種濃度が減少した場

合、ひとたび形成された沈殿が再溶解する。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

沈殿・溶解プロセスの駆動力となっているものは、当該元素の固液２相間での熱力学エネルギ

ーの不均衡である。沈殿・溶解の化学反応両辺におけるギブス自由エネルギーG の大小関係によ

って、沈殿反応あるいは溶解反応が卓越することとなる。通常は、反応自由エネルギー⊿G がゼ

ロとなるような状態、すなわち沈殿速度と溶解速度が見かけ上均衡した化学平衡の状態を仮定す

る。しかしながら実際には、平衡状態に達するまでに多くの時間を要する場合もありうる。 

移動性の液相核種濃度の上限値を制限する点において、溶解度は性能評価上重要なパラメータのひと

つとなりうる。特に、廃棄体周囲での物質移動が拡散によって支配される場合、移動の駆動力となる濃

度勾配をより小さく保つことができるので、核種の沈殿現象は物質移行抑制機能としても重要である。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

溶解度は、温度、ｐＨ、Ｅｈ、イオン強度、共存イオン濃度といった間隙水性状に依存する。指定され

た間隙水性状において適切と考えられる溶解度制限固相が指定できれば、PHREEQE 1)等の地球化学計算

コードによって、当該元素の溶解度を評価することができる。性能評価に用いる溶解度は、このように

モデル評価された溶解度と試験による実測値とを勘案しながら設定される。 

初期インベントリがそれほど多くはないＴＲＵ地層処分、余裕深度処分の場合、溶解度制限に

達するのは、ウラン等一部の元素に限定される。また、ヨウ素、セシウム等可溶性の元素では沈

殿を生じ得ないため、溶解度は物質移行抑制には寄与しない。 
 
4.2 経時変化予測 

溶解度の経時変化は、間隙水性状の変化にほぼ置き換えて考えることができる。 
ごく初期段階では、高温かつ酸化性雰囲気の間隙水性状となり、還元性を仮定した通常の溶解度や溶

解度制限固相とは全く異なる可能性がある。 
還元性に復帰した後は、ＴＲＵ地層処分、余裕深度処分に特徴的なセメント系材料の影響、すなわち

ｐＨの影響が顕著である。使用されるセメント系材料の仕様にも依存するが、一般にセメント系鉱物の
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自律的変遷に応じて、間隙水のｐＨも高アルカリから中性領域に経時的に変化することが指摘されてお

り、このｐＨ変化に応じて、放射性元素の溶解度も変化する可能性がある。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
溶解・沈殿平衡が成立しているか（不可逆反応の可能性、over saturation / under 
saturation） 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

溶解度制限固相が適切に選定されているか（酸化物／水酸化物、共沈） 
液相化学種が適切に選定されているか 

4.4.2 データに関する不確実性 
溶解度評価に用いられる熱力学データセットについては、なお以下のような不確実性が残っていると

考えられる。 
高イオン強度補正（高イオン強度の地下水性状の場合、適切に活量補正できるデータが

あるか） 
温度補正（25℃での熱力学データ取得が多く、実際の 50-60℃での溶解度補正が可能か） 
アルカリ補正（高アルカリ条件での熱力学データにはなお不明な点が多い） 

 
＜参考文献＞ 

[1] Parkhurst, D. L., Thorstnsen, D. C. and Plummer, L. H.(1980): PHREEQE –  A Computer 

Program for Geochemical Calculations, U.S. Geological Survey, Water-Resources 

Incvestigations 80-96. 
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ＷＮ－０７：コロイド形態による核種放出 

 
１．名称 

コロイド形態による核種放出（WN-07） 

 
２．概要 
通常，間隙水中での放射性核種の溶存形態は，分子程度の粒径となっているものと考えられる。しか

しながら，放射性核種がコロイド形態をとる場合，通常の溶存形態の場合とは異なる移行挙動を示すこ

ととなる。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

液相において放射性核種がコロイド形態で存在する場合，安全性に係る影響メカニズムとして

重要と考えられることは，①移動性の放射性核種量が相対的に増大すること，②特に疑似コロイ

ドに顕著なこととして，分子性粒子の場合とは表面電位等化学的特性が異なるため移行特性，吸

着特性等が変化すること，及び③巨大分子であることに起因して狭隘な経路を移行しがたくなる

こと（ろ過効果）が指摘できる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 コロイドの定義 
コロイドという概念は，基礎科学から工学的利用まで幅広く用いられている概念であり，その

定義にあたっては，ブラウン運動などの動力学的性質，散乱などの光学的性質，電気泳動などの

電気化学的性質，ゾルゲルといった粘性的性質等，さまざまな視点からの定義が可能である。 

地下水化学の観点からは，液相中の粒子径からコロイドを定義する方法がとられている。Stumm 

& Morgan1)

• 

• 

• 

 による粒子径分類を図１に示す。彼らの定義に従えば，コロイドとは 1nm～1μm の径

を有する粒子ということになる。一方，CEC の Colloid and Complexation Club (CoCo Club)2)で

は，試験における固液分離操作に着目して，以下のような粒子分類を提案している。 

Coarse Particle  : > 0.45μm 

Colloid Particle  : 1 or 2 nm ~ 0.45μm 

Molecular   : < 1 or 2 nm 

バックエンドの分野では，現在のところコロイドの定義に関する明確な定義はないが，上記事

例を勘案すれば，数 nm オーダーから数μｍオーダーの径を有する粒子をコロイドとみなしうる。 
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図１ 分子，コロイド，懸濁粒子の粒子径 1) 

 

4.1.2 コロイドの種類 
放射性核種のコロイド形態を考える場合，その形態は次の 2 種類に分類できる。 

真性コロイド • 

• 疑似コロイド 
真性コロイドは，加水分解から生じる核種の加水分解生成物（水酸化物）が凝集することによ

って生成する。Olofsson らは，高ｐＨ領域におけるアクチニドの溶存種は，その水酸化物による

真性コロイドであると指摘している 3)。この場合，実際に観測される溶解度は，熱力学的に予測

されるものよりかなり高くなっている可能性がある。 
疑似コロイドは，間隙水中に存在する地下水コロイドに放射性核種が吸着したものである。疑

似コロイドのソースとなる地下水コロイドには様々な種類のものが想定されるが，廃棄体領域で

の材料構成を考慮すると，アルミノ酸化物，ケイ酸及びケイ酸塩鉱物，鉄水和鉱物，有機物等が

地下水コロイドとして想定しうる。 
 

4.1.3 セメント間隙水中でのコロイドの安定性 
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コロイドが水溶液中で安定に存在する（分散している）ためには次の要件を満足する必要があ

る 4)。 

• 

• 

コロイド自身の水溶液に対する溶解度が小さいこと 

コロイドの衝突による凝集が起きないこと 

 

第 2 の要件について，コロイド粒子同士の結合を妨げる要因は，コロイド粒子の帯電とコロイ

ド粒子の溶媒和（水和）である。帯電したコロイド粒子が近接した場合，電気 2 重層による静電

的反発力が Van der Waars 結合力に卓越して，その結合を妨げることとなる。また，水和したコ

ロイド粒子では，水和した水分子の層が障壁となってコロイド粒子間の結合を妨げることとなる。

ここで，水溶液に電解質を加え，そのイオン強度を大きくすると，コロイドは安定に分散しえな

くなり凝析（塩析）することが知られている。これは，イオン強度の上昇によって，電気 2 重層

が薄くなると同時に静電的反発力が弱くなったこと，及び電解質による脱水作用から説明される。

ＤＬＶＯ理論(Derjaguin & Landau, Verwey & Overbeek 5))から計算される静電的反発力がイオ

ン強度の上昇に伴って減少する様子を図２に示す 1)。図中左縦軸の kBT が正の領域が反発力，負

の領域が結合力である。 

廃棄体領域に特徴的なセメント系材料の間隙水は，高アルカリ，高イオン強度となっており，

基本的にはコロイドが安定に存在しにくい環境であると考えられる。実測例としては，5-10×109 

[particles/L] 6)といった報告例がある。 
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図２ １：１電解質によるイオン強度変化による相互作用エネルギーの変化 
 

間隙水中でのコロイドの存在を否定することは一般に困難ではあるものの，廃棄体領域におい

て特徴的と考えられるセメント間隙水性状の条件下ではコロイドは不安定であり，イオン強度の

低い溶液の場合と比較してコロイド濃度は低いと予想されることから，安全性に大きな影響を及

ぼす可能性は低いと考えられる。試験的観測事実を基にセメント間隙水中でのコロイド濃度を保

守的に 0.1-50 [ppm]と多めに見積もった場合でも，疑似コロイド生成による遅延係数の低下は非

常に小さいことが示されている 7)。 
 
 

4.2 経時変化予測 
廃棄体領域に特徴的なセメント系材料は化学的に不安定であり，地下水との反応によって，その鉱物

組成を経時的に変化させる。疑似コロイドのソースとなる地下水コロイドも，このセメント鉱物組成変

化に応じて変化することが予想される。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 
利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 
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4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
高ｐＨ領域における真性コロイド生成の可能性（特にアクチニド） • 

• 

• 

• 

• 

• 

地下水コロイドのキャラクタリゼーション（組成，粒径分布等） 
地下水コロイドと放射性核種との結合性（可逆／不可逆） 

4.4.2 データに関する不確実性 
地下水コロイドのキャラクタリゼーション（量，表面電位等） 
地下水コロイドと放射性核種との結合性（結合の程度等） 
疑似コロイドの吸着性 

 
＜参考文献＞ 
[1] Stumm, W., Morgan, J. J. (1996) : Aquatic Chemistry –  Chemical Equilibria and Rates 

in Natural Water –  3rd edition, Wiley Interscience. 

[2] Vilks, P., Degueldre, C.(1988) : AN-43-88-319 (1988). 

[3] Olofsson, U., Allard, B., Bengtsson, M., Torstenfelt, B., Andersson, K. (1983) : KBS 

TR 83-08. 

[4] 中垣正幸，福田清成(1993)：コロイド化学の基礎, 第 8 刷，大日本図書株式会社． 

[5] Verwey, E. J. W., Overbeek, T. G. (1948) : Theory of the Stability of Lyophobic Colloids, 

Elsevier. 

[6] Wieland, E. (2000) : Colloid Generation in Cementituous Backfill Material : Preliminary 

Investigations in the Systems Quartz/Cement Pore Water and “Monokorn” Mortar/Cement 

Pore Water, PSI Technical Report. 

[7] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＷＮ－０８：ガス形態による核種放出 

 
１．名称 

ガス形態による核種放出（WN-08） 

 
２．概要 

核種移行解析において移動性核種として評価対象としているのは、通常は水溶液中に溶

存している核種である。しかしながら、放射性核種の中には揮発性を有するものがあり、

そのような核種については、ガス形態で移行する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 

地下水シナリオにおいては、地下水を媒体とした核種の移行を前提としており、核種の

存在形態としては、通常、移動性の溶存形態と非移動性の固相（通常は可逆性の沈殿ある

いは収着成分）とが想定されている。これに対し、希ガスやハロゲンのように、潜在的に

揮発性を有する放射性元素の全量あるいは一部が気体として存在した場合、ガスを移行媒

体とした核種移行が生じる。 
人工バリアシステムの構成材料に起因するガス生成機構を前提とすると、移行媒体とし

てのガスを構成する主要な成分は、嫌気性条件下での金属の腐食に伴って発生する水素ガ

ス（及び有機物の微生物分解に伴って発生するメタン等）であり、放射性ガスが存在する

場合、この水素ガスに連行して移行することが考えられる。 
気相内での物質の拡散は、液相内での物質の拡散に比較して速いことから、非放射性ガ

スに連行して移行する放射性ガスの実質的な移行速度は、非放射性ガス相そのものの人工

バリア及び地質媒体中の移行速度によって支配されることが予想される。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
使用済み燃料の直接処分の場合には、図１に示すように UO2燃料ペレット・クラッド間の

ギャップに揮発性核種が偏在していると考えられている 1)。また、使用済み燃料の貯蔵キャ

スクにおいてガス状の放射性核種としてKr-85及び C-14が実測されている事例もある 2,3)。 
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図１ 使用済み燃料中での主要核種の分布 
 

ガラス固化体の地層処分の場合、揮発性となりうる放射性元素として炭素とヨウ素を挙

げ、それらのガラス固化体への移行率は 大でそれぞれ 1.5×10-3、1.0×10-3 と見積もられ

ること 4)から、またアクチニドの崩壊系列中のラドン同位体はその半減期が短いことから、

ＨＬＷ処分場からのガス形態の核種放出は検討対象から除外できると、Kristallin-I では

記述されている 5)。 

また、キャニスタ中に閉じ込められていたガス成分が全てモンモリロナイト粒子をまとった微

小気泡として放出されると仮定して評価した例がある 6)。その計算では、種々の保守的な仮定

をおいたとしても生物圏への核種放出量はわずかであるとしている。 
これらを参考にすれば、ＴＲＵ地層処分及び余裕深度処分において潜在的に重要であろ

うと考えられる揮発性核種としてはまず、①H-3、②Cl-36/I-129（ハロゲン）、③C-14、

及び④アクチニドの崩壊系列から発生するラドン同位体が挙げられる。さらに、このうち、

半減期の短い H-3 やラドン同位体は大きな影響をもち得ないと予測されることから、長期

的な安全性を検討する上では、揮発性の放射性核種として 終的に Cl-36, I-129 及び C-14

までを考慮対象とすれば十分であると考えられる。 

 
終廃棄体として処分施設に搬入されるまでのプロセスにおいて、これらの核種はほぼ

すべて固定化されており、 終廃棄体定置時のインベントリ内訳における揮発性成分の割

合はゼロもしくは極めて小さいと考えられる。したがって、基本的には、ガス形態による

核種放出の可能性も極めて小さいと予想される。しかしながら、処分場の長期的な化学環
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境変化によって、初期には液相・固相として存在したこれら核種がガス形態に変化しうる

可能性を完全に否定することもまた困難であるように思われる。 
 
4.2 経時変化予測 

①金属腐食に伴う水素ガス等、非放射性ガスとの連行が想定されるため、放射性ガスの経時変

化も、腐食の進行、非放射性ガスの逃散現象と同様となる可能性があること、②溶存形態で移流・

拡散で移行する場合に比べ、ガス形態での移行の方がはるかに移行速度が大きいと考えられるこ

と、が指摘できる。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
放射性核種がガス形態に変化することの確からしさ • 

• 

• 

• 

人工バリア及び天然バリアにおける非放射性ガス相の移行 
4.4.2 データに関する不確実性 

初期インベントリにおける揮発成分の割合 
ガス形態の核種の移行特性に係るパラメータ 

 
＜参考文献＞ 
[1] Savage，D. (ed.)(1985) : The Scientific Regulatory Basis for the Geological 

Disposal of Radioactive Waste, John Wiley & Sons. 

[2] PNL(1987): The TN-24P PWR Spent-Fuel Storage Cask : Testing and Analyses, EPRI 

NP-5128, Project 2406-4, PNL-6054, UC-85. 

[3] PNL(1986): The Castor-V/21 PWR Spent-Fuel Storage Cask : Testing and Analyses, 

EPRI NP-4887, Project 2406-4, PNL-5917, UC-85. 

[4] Alderm, J. Cl., and McGinnes, D.(1994) : Model Radioactive Waste Inventory for 

Swiss Waste Disposal Projects, NAGRA Technical Report NTB 93-21. 

[5] NAGRA(1994): Kristallin-I : Safety Assessment Report, NAGRA Technical Report NTB 

93-22. 

[6] Neretnieks, I. and Ernstson, M. L.(1997): A note on radionuclide transport by 

gas bubbles, Mat.Res.Soc.Symp.Proc., vol. 465, pp.855-862.
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ＷＮ－０９：硝酸塩による核種存在形態の変化 

 
１．名称 

硝酸塩による核種存在形態の変化（WN-09） 

 
２．概要 

低レベル濃縮廃液の廃棄体には可溶性の塩である NaNO3が多量に含まれている。間隙水中

に溶解した NO3
-イオンが間隙水性状によって NH3 / NH4

+イオンまで変化する可能性がある。

放射性核種がこれらの硝酸イオンやアンモニウムイオンと錯体を生成することによって，

その移行特性が変化する可能性がある。また硝酸イオンによりもたらされる酸化性条件よ

る核種の酸化状態の変化により，核種の溶解度や収着性が変化する可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

窒素原子を含む化合物は複数種存在するが，安定に存在し，かつ潜在的に錯生成能の強

いものは NH3 / NH4
+イオンである。したがって，安全性への影響度合いは，廃棄体の間隙水

性状における硝酸イオン濃度及び NH3 / NH4
+イオンの収率と，これらイオンと放射性核種と

の錯生成の度合いに依存することとなる。 

アンモニウムイオンと錯生成した場合の影響機構としては，①溶解度上昇の可能性，②

吸着挙動（バリア材への吸着のメカニズム及び吸着しやすさ）の変化が考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 窒素の還元 
表１のように，窒素は-III から+V まで複数の原子価を取りうる元素であり，このうち NO3

-

イオンは も酸化された状態にある。深部地下の処分場環境では還元作用を受けて，より

低次の酸化状態に変化する可能性がある。 

 
表１ 窒素の酸化状態 

酸化状態 +V +IV +III +II +I 0 -I -II -III 

酸性溶液 HNO2 NH3OH
+ N2H5

+ NH  

塩 基 性 溶

液 

NO3
- N2O4 

NO2
- 

NO N2O N2 
NH2OH N2H4 NH3 

4
+

 
図１に窒素の酸化状態の変化を，Frost 図 1)と Pourbaix 図 2)にて示す。これらの図から

明らかなように，窒素は複数の酸化状態を取りうるものの，熱力学的に安定に存在しうる

ものは+V 価（NO3
-），０価（N2）及び-III 価（NH4

+／NH3）である。特に深部地下のような還

元環境下では，-III 価の NH4
+／NH3が も安定であることがわかる。 
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a) 窒素の Frost 図          b) 窒素の Pourvaix 図 

図１ 窒素の酸化状態の変化 
 

しかしながら，酸化還元反応では， 終的な安定性よりもむしろその反応速度が重要と

なることも多く，熱力学的な予測と自然界での観測事実とが一致しない場合もある1。図１a

に示唆されているように，N2 をさらに NH4
+／NH3 にまで還元するためには，強い N≡N 結合を

切断するための多くのエネルギーが必要である。自然界では，N2 を還元して固定化するプロ

セスには有機物ないし微生物が介在する。 

したがって，処分場環境下において NO3
-から NH4

+／NH3 にまで窒素が変化するためには，

強い還元剤が必要である。 

JNC は，密閉ガラス容器中に炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ，低 Eｈ高ｐH 条件下で

1－6 ヶ月保持する実験を行った結果，NO3
-の変遷生成物として NO2

-及び NH4OH (NH3 aq)を確

認し，それ以外の化学形態は確認できなかったと報告している 3)。反応期間が長くなるに

つれて，NO2
-の生成量が減少する一方，NH4OH (NH3 aq)の生成量が増加しており，NO2

-が中間

生成物となっていることを示唆している。また，固相が共存しない系で行われた同様の試

験では，初期 NO3
-のまま変化がないことも確認しており，NO3

-の変遷メカニズムにおいて，

還元作用を有する固相の表面が触媒的に機能していることを示唆している。 

 
4.1.2 硝酸ナトリウムによる核種移行パラメータへの影響 

3 mol dm-3 NaNO3 溶液及び 1 mol dm-3 アン

                                                 

モニア溶液での，普通ポルトランドセメント

及び新第三紀凝灰岩への核種のバッチ収着試験結果 4)を図２に示す。セメントへの収着の

場合，有機 C，Cl 及び I については硝酸塩による収着分配係数の低下が認められたが，Th，

 
1 例えば図 1b に従えば， 酸化性の地表水の条件下では大気中に N2ガスはほとんど存在せず， 水圏における

NO3
-濃度が非常に高くなることとなる。 
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Am 及び Cs については有意な影響は認められない。一方，凝灰岩への収着の場合，Cs では

硝酸塩による収着分配係数の低下が，逆に Th では硝酸塩による収着分配係数の上昇が認め

られ，一方，Am，有機 C，無機 C，Cl，I では有意な影響は認められていない。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

図２ セメント系材料及び凝灰岩に対する収着分配係数への硝酸塩の影響 
 
4.2 経時変化予測 

①廃棄体間隙水の酸化還元電位の過渡的な変化（建設中の大気開放から閉鎖後の還元雰囲気へ

の復帰）及び②NO3
-→NH4

+／NH3の生成プロセスによる時間遅れによって，放射性核種のアンミン

錯体形成に関係する経時変化が考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
• NO3

• 

-からの NH4
+／NH3の生成の時間挙動 

NH4

• 

+／NH3と放射性核種との錯体生成のメカニズム 
4.4.2 データに関する不確実性 

NO3

• 

-からの NH4
+／NH3の収率 

NH4

• 

+／NH3と放射性核種との錯体生成に係る安定度定数 

放射性核種のアンモニウム錯体の化学挙動（分配係数，拡散係数等） 
 
＜参考文献＞ 
[1] 杤山修：入門アクチニドの化学－第 3 部 溶液内平衡の取扱い－ 

[2] Brookins,D.G.: Eh-pH Diagrams for Geochemistry, Springer-Verlag (1988). 

[3] 核燃料サイクル開発機構：平成 13 年度低レベル放射性廃棄物処分研究成果報告会報告

書（会議報告），JNC TN8200 2002-005 (2002)． 

[4] 諸岡幸一ほか：TRU 廃棄物処分における硝酸塩の影響に関する研究（IV）－硝酸ナトリ

ウムの影響を考慮した核種移行パラメータ－，日本原子力学会「2004 年春の年会」要

旨集 第Ⅲ分冊 p.851 (2004)． 
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ＭＴ－０１：充填材の熱物性 

 
１．名称 
充填材の熱物性（MT-01） 

 
２．概要 
処分場を構成する各部位の熱物性（熱膨張係数，熱伝導率，比熱および熱拡散率）は，それぞ

れの部位の温度変化，熱による体積変化，熱の伝導性を支配するものである。特にハル・エンド

ピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グループ２）は発熱量が比較的大きく，処分場はその熱が

伝達されることにより温度が上昇する。人工バリアに使用されるセメント系材料およびベントナ

イト系材料は温度が上昇すると化学的な変質が生じ，核種移行を抑制するバリアとしての機能を

低下させる可能性がある。したがって，人工バリアには発熱廃棄体から放出される熱を外部（母

岩）へと伝達し，人工バリア内部での熱の蓄積を抑制する能力が必要であり，人工バリアを構成

するそれぞれの部位の熱物性は重要な位置付けにあると言える。 

充填材の候補材料としては，セメント系材料(モルタル・コンクリート)が考えられている。現

地発生材を含む砕石類(ベントナイト・砂・粘土等の土質材料を含む)も候補とされているが，セ

メント系材料の方が力学的・化学的な要件が求められる場合は優位であると考えられている１）。 

充填材の温度変化は隣接する廃棄体，構造躯体との熱のやりとりと充填材自身の熱物性によっ

て決定される。また，充填材の熱による体積変化は，充填材に発生する温度と充填材の熱物性に

よって決定される。 

 
３．安全性への影響機構 
充填材は，発熱廃棄体からの熱が伝達され，充填材中に蓄積される熱を外側（母岩側）に設置

されている構造躯体へと伝達する。これにより，廃棄体および充填材自身の温度上昇を抑制し，

これらに使用されるセメント系材料および鋼材の熱による変質を防ぐ。しかし，充填材の外側に

設置される構造躯体は，充填材から熱が伝達されることにより温度が上昇し，熱による変質が発

生する可能性がある。したがって，充填材の熱伝導性は直接的には隣接する廃棄体，構造躯体お

よび充填材自身の温度変化に影響を与え，それぞれに使用されるセメント系材料および鋼材の熱

による変質を左右すると言える。 
また，充填材の温度は発熱廃棄体から伝達される熱だけでなく，岩盤の地熱が充填材よりも外

側（母岩側）に位置する人工バリアによって伝達され，上昇または下降する。充填材は，それに

伴って膨張・収縮変形を生じる。充填材に発生する温度上昇や，それに伴う膨張・収縮変形は，

充填材の熱物性によって決まる。熱による充填材の膨張・収縮変形が隣接する廃棄体や構造躯体

によって拘束された場合，充填材に応力が発生し，その応力が充填材の耐力を上回ると，充填材

にひび割れや破損が生じる。さらに，充填材の膨張・収縮変形や応力の変化は，隣接する廃棄体

および構造躯体の応力・変形にも影響を与えると考えられる。 
このように，充填材の熱特性は，廃棄体から発生した熱が，充填材を介して構造躯体へと伝わ

る熱量や速度，熱による充填材の温度上昇および充填材の応力・変形や隣接する廃棄体，構造躯

体の応力・変形に影響を与えると考えられる。 
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４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 熱物性 
コンクリートの熱物性は，一般的に体積の大部分を占める骨材の特性によって大きく影響され，

同一配合のコンクリートでも，その含水状態や温度によって変動する 2）。コンクリート標準示方

書では，コンクリートの熱物性は実験あるいは既往のデータに基づいて定めることを原則として

いる。コンクリートの熱物性は，材料となるセメントの種類により異なり，高炉スラグ，シリカ

フューム，フライアッシュ等の混和材料を添加したセメントは，普通ポルトランドセメント(OPC)

と比較して低発熱性であり，熱物性も異なる。各種コンクリート材料の熱物性測定値の一例を表

1，2 に示す。 

また，設計（解析）に用いてよい値として，コンクリート標準示方書では熱膨張係数 10×10-6

/℃，普通コンクリートの熱伝導率 9.2kJ/mh℃，比熱 1.05kJ/kg℃，熱拡散率 0.003m2/h を示して

いる。しかし，これらの値についは実際に使用する材料の熱物性を適切に評価した後に使用する

必要がある。 

 
表 1 各種コンクリート材料の熱物性測定例３），４） 

コンクリート 
熱伝導率 

[kcal/(mh℃)] 
熱拡散率 
[m2/h] 

比熱 
[kcal/(kg℃)] 

断熱温度上昇 
[℃] 

OPC 1.3～3.1 2～6×10-3 0.22～0.24 68.0 

スラグ系セメント 1.55 2.17×10-3 0.213 ‐ 

フライアッシュ系
セメント 

2.28 3.48×10-3 0.285 ‐ 

OPC/BFS=1/9 ＊ ＊ ＊ ＊ 

HFSC(OSF) ＊ ＊ ＊ 50.2 

LAC-S 1.82 3.21×10-3 0.256 39.3 

 HFSC(OSF)：OPC にシリカフューム，フライアッシュを添加，低アルカリ性化。 

 LAC-S：クリンカー設計で低アルカリ性化。主成分は C-S-H ゲルとエトリンガイト。 
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表 2 各種セメント材料の水和熱測定例３） 

セメント 水和熱（28 日）[J/g] 

OPC 369（382） 

スラグ系セメント 341 

フライアッシュ系セメント 347 

OPC/BFS=1/9 150 

HFSC(OSF) 286 

LAC-S － 

      OPC/BFS：OPC に高炉スラグ(BFS)を混合。 
 

4.2 経時変化予測 

4.2.1 温度による熱物性の変化 
充填材の熱物性は，接している廃棄体および構造躯体の温度の影響を受けて変化する。特に充

填材は，廃棄体と構造躯体の間の隙間を充填するため，廃棄体からの発熱による温度の影響が大

きい。 

ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グループ２）は発熱量が比較的大きく，温

度によるセメント系材料の変質による充填材の熱物性の変化が想定される。「TRU 廃棄物処分概念

検討書」では，想定した処分場レイアウトについて熱感度解析を実施している。その解析例では，

高温度は，堆積岩，結晶質岩でそれぞれ約 62℃および 77℃で，時期的には処分施設閉鎖後 10

年程度でピークを迎えるという結果を得ている。したがって，充填材の熱物性の変化はこの温度

変化に伴って発生すると予想される。 

 
4.2.2 セメント系材料の化学的変質による熱物性の変化 

セメント系材料は，経時的に内部のセメント水和物が地下水へと溶解して地下水中のイオンと

反応して変質する。その変質による多孔質化や亀裂・ひび割れ発生に起因する空隙率の増加，透

水性の増加，密度の低下，結合力の喪失などの変化が熱物性にも影響を与えると予想される。し

かし，変質の程度と熱物性の変化の関係を定量的に検討した例は見当たらない。 
 
4.2.3 その他の要因による熱物性の変化 

熱物性に変化を与えるその他の要因として以下のものが考えられている２）。 

①微生物の影響 

微生物の活動に伴う熱の発生が想定される。また，微生物により異なると考えられるが，

その生息や活動が温度に影響を受けることが想定される。 

②高 pＨの影響 

地下水の pＨは，熱伝導に影響を及ぼす可能性がある。 

③海水の影響 

地下水のイオン強度は，熱伝導に影響を及ぼす可能性がある。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
充填材の熱物性は，廃棄体の発熱特性や長期的に処分場の温度を規定する主要因のひとつであ

る周辺母岩の温度（地熱）により変動することが考えられる。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

充填材の短期的（数十年程度）な熱物性に関しては，コンクリート標準示方書などの設計基準

類が整備されているので参考になるが，実際に使用される骨材などの材料によって熱物性は変化

する。 

長期的な観点からは，充填材の熱物性の変遷を厳密に評価することは，充填材がセメント，骨

材(砂)からなる複合材料であることからも難しい。現在のところ，熱物性に与える温度作用の経

時的影響についての知見やデータは十分に得られていない。 

 
＜参考文献＞ 
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念検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01 

[2] 土木学会（1997）：平成 8 年制定コンクリート標準示方書 設計編． 

[3] 藤田英樹，廣永道彦，小松進一，稲継成文（2005）：アーウィン系低アルカリ性セメン

トを用いたコンクリート及びモルタルの物理特性，日本原子力学会「2005 年春の年会」

要旨集，M26． 

[4] Iriya, K., Matsui, A. and Mihara, M. (1999): Study on Application of HFSC for 

Radioactive Waste Repositories, Proc. ICEM’99. 
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ＭＴ－０２：充填材の温度 

 
１．名称 
充填材の温度（MT-02） 

 
２．概要 
廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ２）は発熱量が比較的大きい。処分場の長期的な温度を規定する主要因は，これら廃棄体

からの発熱および周辺母岩の温度（地熱）である。処分場を構成する各部位に発生する温度は，

それぞれの部位が持つ熱物性と熱の主な供給源である廃棄体熱および周辺母岩の地熱の伝達によ

り変化する。処分場を構成する各部位に発生する温度により，各部位に体積変化が生じ，さらに

温度は力学特性・熱特性・水理特性などの諸物性に影響を与える可能性がある。また，各部位に

発生する温度が高くなると，材料として使用されるセメント系材料およびベントナイト系材料に

化学的に変質が発生する可能性があり，核種移行を抑制するバリアとしての機能を低下させる可

能性がある。 
充填材の候補材料としては，セメント系材料（モルタル・コンクリート）が考えられている。

現地発生材を含む砕石類（ベントナイト・砂・粘土等の土質材料を含む）も候補とされているが，

セメント系材料の方が力学的・化学的な要件が求められる場合は優位であると考えられている１）。 
充填材の温度は，直接的には隣接する廃棄体および構造躯体の熱的な相互作用によって決定さ

れる。また，充填材は温度変化に伴い膨張・収縮変形を生じ，その変形が拘束されると充填材に

は温度応力が発生する。充填材の膨張・収縮変形は隣接する廃棄体および構造躯体にも力学的な

影響を与えると考えられる。 
 
３．安全性への影響機構 
充填材は，廃棄体と構造躯体の間の隙間を充填するため，廃棄体からの発熱による温度の影響

を直接受ける。充填材が温度作用により影響を受ける事象として，熱物性（MT-01 参照）のほか，

次のものが考えられている。 

①応力 

温度変化に伴い，熱膨張あるいは熱収縮を生じて応力が変化する。 

②水理 

温度により水の粘性が変化することや対流が発生することで，水理特性が変化する。 

③セメント水和物の変質 

平衡定数(logＫ)は，温度の影響を受けると考えられる。 

④再冠水 

温度勾配により水分移動が起こり，冠水特性が変化することが想定される。 

⑤ガスの影響 

ガスにより熱伝播すること，温度の影響でガスが動き，気液平衡状態が変化することが考

えられる。 

⑥コロイドの影響 
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温度は，コロイドの凝集性や分散性に影響を与える。 

⑦有機物の影響 

温度は，有機物の分解率に影響を与える。 

⑧核種移行 

核種の平衡定数(logＫ)は，温度の影響を受けると考えられる。また，温度は，核種の運動

性やブラウン運動に影響を与える。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 セメントの耐熱温度 
セメントの耐熱温度は，セメントへの核種の収着性が低下しない温度すなわち C-S-H ゲルが結

晶化しない温度という観点からは，80℃以下と考えられる１）。また，SCK/CEN では，セメントの

許容温度をセメントマトリクスの再結晶化および脱水を避けるために 85～90℃としている 2）。 

一方，強度特性に変化を及ぼさないコンクリート温度の制限値を，コンクリートの基本特性を

踏まえて 65℃（24 時間以上継続して作用する状態に対して）と設定している基準もある 3）。この

基準では，この温度制限値を超える場合は実験等によりコンクリートの物性を確認し，許容値を

定めるものとしている。 
 

4.1.2 熱感度解析 

第１次 TRU レポート 1)では，想定した結晶質岩系岩盤と堆積岩系岩盤のサイトについて熱感度

解析を行っており，以下の結果を得ている。 

①結晶質岩系岩盤の場合 

冷却期間 25 年，坑道断面内に定置する廃棄体パッケージ数を 25 個とした条件で，坑道離

間距離 3D（Ｄ：処分坑道の内幅）とした場合では，ピーク温度が 80℃を上回るが，坑道離間

距離を 5D とすると 80℃を下回る結果となった。ここで，廃棄体パッケージとは，廃棄体（キ

ャニスター）を４つ収納した 1.2m×1.2m×1.6m のコンクリート製容器である。 

②堆積岩系岩盤の場合 

堆積岩系岩盤の場合，冷却期間 25 年，坑道断面内に定置する廃棄体パッケージ数を 20 個

とすると，坑道離間距離 3D（Ｄ：処分坑道の内幅）とした場合でもピーク温度は 80℃を上回

らない。 

更に，設定した坑道レイアウトに対する解析事例では，処分施設の 高温度は，堆積岩，結晶

質岩でそれぞれ約 62℃および 77℃であり，時期的には処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎え

るという結果となっている。 

 

4.2 経時変化予測 
第１次 TRU レポート 1)での結果から，各坑道における温度変化の時系列を図１，図２に示す。 
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図１ 堆積岩系（離間距離３Ｄ）    図２ 結晶質岩系（離間距離４Ｗ） 
 
これらの結果から，温度変化の時系列は処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎え，その後徐々

に低下するものの，100 年後においても中央坑道の廃棄体中心においては約 53℃の温度が発生し

続けることが確認できる。したがって，充填材の温度も同様に長期に渡り上昇することが考えら

れる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 
該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
充填材の温度は，廃棄体からの発熱，長期的には処分場の温度を規定する主要因のひとつであ

る周辺母岩の温度（地熱）とその熱物性により変動することが考えられる。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

充填材の短期的（数十年程度）な熱物性に関しては，コンクリート標準示方書などの設計基準

類が整備されているので参考になるが，実際に使用される骨材などの材料によって熱物性は変化

する。また，長期的な観点からは，充填材の熱物性の変遷を厳密に評価することは，充填材がセ

メント，骨材(砂)からなる複合材料であることからも難しい。現在のところ，熱物性に与える温

度作用の経時的影響についての知見やデータは十分に得られていない。したがって，第１次 TRU

レポート 1)での解析結果については，入力値として選定した材料の熱物性が変化すると解析結果

である温度変化の時系列も変化すると考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会（2000）：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01. 

[2] Atkinson, A. and Hearne, J. A. (1989): －The hydrothermal Chemistry of Portland 

Cement and Its Relevance to Radioactive Waste Disposal, NSS/R 187. 

[3] 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準 告示 105 号 －通産省告示第 501 号 
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ＭＴ－０３：充填材の熱膨張 

 
１．名称 
充填材の熱膨張（MT-03） 

 
２．概要 
廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ２）は発熱量が比較的大きい（第１次 TRU レポート 1））。処分場の長期的な温度を規定する

主要因は，これら廃棄体からの発熱および周辺母岩の温度（地熱）である。これらの熱が処分場

を構成する各部位に伝達されると，それぞれの部位が温度変化に応じて膨張または収縮変形を生

じる。処分場閉鎖後は，各部位は隣接する部位によって少なからず拘束されている状態であるた

め，熱膨張による体積変化が拘束され，応力が発生すると考えられる。したがって，熱膨張は処

分場の応力状態を決める一つの要因であると考えられる。 

充填材の候補材料としては，セメント系材料(モルタル・コンクリート)が考えられている。現

地発生材を含む砕石類(ベントナイト・砂・粘土等の土質材料を含む)も候補とされているが，セ

メント系材料の方が力学的・化学的な要件が求められる場合は優位であると考えられている１）。 

充填材は温度変化に伴い膨張・収縮変形を生じ，その変形が拘束されると充填材には応力が発

生する。さらに，このような充填材の膨張・収縮変形は，充填材の応力変化のみならず，隣接す

る充填材および緩衝材に力学的影響を与える。 

 
３．安全性への影響機構 
充填材は，熱物性の一つである熱膨張係数によって，温度変化に従って膨張・収縮し，その膨

張・収縮が拘束されると熱応力を発生する。この熱応力が充填材の耐力を上回ると，ひび割れが

発生し，透水性，透気性，力学特性および熱特性などが変化する。また，この熱応力は，充填材

に接している廃棄体および構造躯体の応力や変形に影響を与え，充填材と同様にひび割れや破損

を発生する可能性がある。充填材にひび割れや破損が生じ，強度が低下すると，定置された廃棄

体の力学的安定性が確保されず，廃棄体が破損する可能性がある。廃棄体の破損により核種が漏

洩し，処分場の安全性に影響を及ぼす可能性も考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 
コンクリートの熱膨張係数などの熱物性は，一般的に体積の大部分を占める骨材の特性によっ

て大きく影響され，同一配合のコンクリートでも，その含水状態や温度によって変動する２）。コ

ンクリート標準示方書では，コンクリートの熱物性は実験あるいは既往のデータに基づいて定め

ることを原則としている。コンクリートの熱物性は，材料となるセメントの種類により異なり，

高炉スラグ，シリカフューム，フライアッシュ等の混和材料を添加したセメントは，普通ポルト

ランドセメント(OPC)と比較して低発熱性であり，熱物性も異なる。 

設計（解析）に用いてよい値として，コンクリート標準示方書では熱膨張係数を 10×10-6/℃と

している。また，日本コンクリート工学協会３）では， 100℃程度までの通常の温度変化の範囲内
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では，コンクリートの熱膨張係数は 7～13×10-6/℃程度４）としている。 

 
4.2 経時変化予測 

4.2.1 温度による熱膨張の変化 
充填材の熱膨張は温度の影響を受けて変化する。充填材の温度は，物理的に接する廃棄体と構

造躯体の温度からの熱交換や充填材での核種の崩壊・生成により発生する熱により規定され，熱

物性の経時的な変化の影響を受ける。充填材の熱膨張は，この温度に対応して変化すると考えら

れる。 

第１次 TRU レポート 1)での結果から，各坑道における温度変化の時系列を図１，図２に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 堆積岩系（離間距離３Ｄ）    図２ 結晶質岩系（離間距離４Ｗ） 
 
これらの結果から，温度変化の時系列は処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎え，その後徐々

に低下するものの，100 年後においても中央坑道の廃棄体中心においては約 53℃の温度が発生し

続けることが確認できる。したがって，充填材の温度も同様に長期に渡り上昇し，それに伴って

熱膨張が発生する。 

 
4.2.2  熱物性の変化 

充填材の熱膨張は，充填材の熱物性によって規定され，熱物性は温度や材料の変質によって影

響を受ける。温度による熱物性の変化に関しては，4.2.1 で示した温度変化に伴って，熱物性が

変化すると考えられる。一方，セメント系材料は，長期的にはセメント水和物が地下水へと溶解

して変質し，熱膨張係数などの熱物性が変化することが考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
充填材の熱膨張は，廃棄体の発熱特性や長期的に処分場の温度を規定する主要因のひとつであ

る周辺母岩の温度（地熱）により変動することが考えられる。 
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4.4.2 データに関する不確実性 

充填材の短期的（数 10 年程度）な熱膨張係数に関しては，コンクリート標準示方書などの設計

基準類が整備されているので参考になるが，実際に使用される骨材などの材料によって熱膨張係

数は変化する。 

長期的な観点からは，充填材の熱膨張の変遷を厳密に評価することは，充填材がセメント，骨

材(砂)からなる複合材料であることからも難しい。現在のところ，熱膨張係数などの熱物性に与

える作用温度の経時的影響についての知見やデータは十分に得られていない。 

したがって，第１次 TRU レポート 1)での解析結果については，入力値として選定した材料の熱

物性が変化すると解析結果である温度変化の時系列も変化すると考えられ，それに伴い充填材の

熱膨張の発生が左右される。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会（2000）：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 土木学会（1997）：平成 8 年制定コンクリート標準示方書 設計編． 

[3] 日本コンクリート工学協会（1996）：コンクリート便覧 第二版 

[4] 大塚浩司，他(1992)：コンクリート工学，p131． 
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ＭＴ－０４：廃棄体からのγ線吸収熱の発生 

 
１．名称 
廃棄体からのγ線吸収熱の発生 (MT-04) 

 
２．概要 
廃棄体表面から放出されるγ線は充填材の中で急速に減衰する（Co-60 のγ線の場合には 20cm

で１桁程度の減衰）が減衰分は熱エネルギーに変換される。容器が遮へい機能を有している場合

には，γ線の大部分は容器も含めた廃棄体内部で吸収され，発熱することになるが，廃棄体に関

して，表面線量率を抑制するための遮へいが用いられない場合には，透過性の高いγ線が廃棄体

から外部に放出される。 

前者のケースでは，廃棄体での崩壊熱の発生を考慮することでほとんど包含されるが，後者の

場合には，廃棄体だけで発熱するケースと熱応力が異なる可能性があるので，充填材内部での発

熱も考慮するケースを想定しておく必要がある。 

なお，β線やα線については，廃棄体内部でほとんど吸収されるため，充填材よりも外側の領

域では廃棄体領域で発生する放射線としては考慮する必要がない。また，充填材領域に移行して

きた放射性核種の崩壊による発熱は，MR-01 充填材での核種の崩壊・生成で考慮される。 

 
３．安全性への影響機構及び影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
廃棄体からのγ線による影響を考慮する必要があるのは，廃棄体に遮へい機能がない場合だけ

である。この現象は容器内部に放射性核種が閉じ込められている場合でも生じるため，初期の短

半減期核種からのγ線の影響が重要である。 

充填材領域においても発熱することは，廃棄体内部で全ての放射線が吸収されて発熱するケー

スに比べて，充填材や廃棄体に作用する熱応力は緩和されると考えられる。 

その他の影響としては，高線量の廃棄体で廃棄体内部には水分などが含まれないケースでも，

充填材領域で廃棄体からのγ線により放射線分解ガスが生じることなどが考えられる。 
 

3.2 感度 

充填材領域での廃棄体からのγ線による発熱量は，廃棄体の表面線量率に比例することになる。

したがって，容器の厚さに対して大きな感度を有する。 
熱応力の発生に関しては，この現象を考慮しないケースに比べて緩和されると考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
γ線の物質中での減衰については，放射線遮へいの目的で十分に研究がなされており，廃棄体

から放出されるγ線の強度と充填材の種類が特定されれば，十分な精度で評価することが可能で

ある。 

なお，放射線の影響に関しては，γ照射（9-12MGｙ）を受けたセメントマトリクスあるいは
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グラウトの大半は顕著な変化を示していないこと，いくつかのサンプルでは，表面の変色が確

認されたこと，BFS/OPC のグラウトの場合は削剥，ひび割れ（亀裂），破壊が確認されたこと

が報告されている 1)。 
また，駆体コンクリートへの放射線影響については， 大 1.9×1010R の範囲内におけるγ照

射がコンクリートの種々の材料特性値（重量，弾性係数，圧縮強度，細孔径分布）に及ぼす影

響は，常温においてγヒートに伴う温度上昇による付加的影響が若干あるが，それほど大きな

ものでないことが報告されている 2)。 
 

4.2 経時変化予測 

廃棄体からのγ線の発生は廃棄体中の放射性核種の崩壊によるものであるので，放射性核種の

減衰に伴って，指数関数的に減少する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 
特になし。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
γ線の挙動に関して，不確実性はほとんどない。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

γ線の挙動に関するデータの不確実性は小さい。 
 
＜参考文献＞ 
[1] Wilding, C.R., et al. : Effect of Radiolysis Radiation Damage and Waste/Matrix 

Interaction. 

[2] 山田浩司 他（1984）：γ照射がコンクリートの諸物性に及ぼす影響に関する研究，セ

技年報，38． 
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ＭＴ－０５：水和熱の発生 

 
１．名称 
水和熱の発生（MT-05） 

 
２．概要 
セメント系材料は，水が加えられた時点からセメントと水との水和反応が生じ，発熱と各種水

和物の生成を伴いながら，時間の経過とともに流動性を失い固結する。セメント系材料はこの水

和反応に伴う発熱(水和熱)によって温度ひび割れが発生する可能性がある。温度ひび割れは，セ

メント系材料が硬化する過程において，先に冷却される表面部分とまだ温度が高い内部との温度

差によって生じるひび割れと，硬化とともに温度が冷却される過程において，外部に接している

部位が拘束され，発生するひび割れの２つのタイプがある。 
充填材の候補材料としては，セメント系材料(モルタル・コンクリート)が考えられている。現

地発生材を含む砕石類(ベントナイト・砂・粘土等の土質材料を含む)も候補とされているが，セ

メント系材料の方が力学的・化学的な要件が求められる場合は優位であると考えられている１）。

水和熱による影響はセメント系材料を使用する場合についてのみ発生する。 

 
３．安全性への影響機構 
セメント系材料の充填材の場合，セメント系材料を配合，練混ぜおよび打設した後，セメント

が硬化する過程において水和熱が発生する。セメントの水和熱は，硬化後の充填材に温度ひび割

れを発生させる可能性がある。このひび割れは，充填材構築後比較的短期間に発生するひび割れ

であり，充填材の強度的な弱部や高透水部となる可能性がある。充填材は，操業時において廃棄

体の力学的安定性を確保するため，廃棄体と構造躯体の隙間や廃棄体間の隙間に対して，順次施

工される。しかし，廃棄体の荷重により温度ひび割れの拡大や充填材の破損が生じる可能性があ

る。また，閉鎖後においては充填材には，隣接する廃棄体および構造躯体から伝達される応力や

熱の作用を受けるため，温度ひび割れの拡大および構造躯体の破損が発生する可能性がある。ま

た，温度ひび割れは高透水部となり，核種移行経路が形成される可能性も考えられる。 
また，充填材にひび割れや亀裂が生じ，強度が低下すると，定置された廃棄体の力学的安定性

が確保されず，廃棄体が破損する可能性がある。廃棄体の破損により核種が漏洩し，処分場の安

全性に影響を及ぼす可能性も考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 水和熱に対する対策 
現状の技術で，水和熱による充填材のひび割れ・亀裂発生は，操業段階での施工管理で防止す

る手法がほぼ確立している。 

設計や施工における水和熱による温度ひび割れ対策として，対象物の機能に応じて，温度ひび

割れを防止する対策，もしくは温度ひび割れの幅，間隔または位置を制御する対策がとられてい

る。 
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温度ひび割れの制御対策として，以下のことが挙げられる。 

・ 配合上の注意点：発熱量の少ないセメントを使用する，単位セメント量を少なくする。 

・ 打込み温度の注意点：打込み温度はできるだけ低くする。 

・ リフト（１回に打込む高さ）：リフト高を小さくする。 

・ 打込みの注意点：打込み間隔は短くする。十分に締固める。 

・ 養生の注意点：養生期間を十分長くする。保温性のよい材料で覆う。 

・ 設計上の注意点：誘発目地の設置。ひび割れ制御鉄筋の配置。防水措置。 

また，温度ひび割れ発生に関する検討は，JCI マスコンクリートのひび割れ制御指針 2)やコン

クリート示方書 3)に基づく方法で温度応力解析を行い，予測されたひび割れ指数などについて有

害なひび割れが発生するかどうか検討する方法も考えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

充填材に発生する水和熱による温度は，施工条件やセメントの種類によるが，一般に施工後数

日中に 大となり，その後環境の温度と同じになる。その過程で，構造躯体および先に施工され

た部分による拘束(外部拘束作用)や内部温度差による拘束(内部拘束作用)を受けて，温度ひび割

れの起因となる温度応力が発生する。この応力は長期的には減少すると考えられるが，その残留

した応力は閉鎖後の充填材の応力に影響を及ぼす可能性がある。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

力学的には問題はないが，水理特性に影響を及ぼすような水和熱で生じるひび割れや亀裂に対

しては，現状の設計基準類では対応ができない可能性がある。また，水和熱で生じたひび割れや

亀裂による透水係数やその変化は解明されていない。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 日本コンクリート工学協会（1986）：マスコンクリートのひび割れ制御指針． 

[3] 土木学会（2002）：2002 年制定 コンクリート標準示方書 施工編． 
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ＭＨ－０１：充填材の水理特性 

 
１．名称 
充填材の水理特性（MH-01） 

 
２．概要 
当該 FEP は，充填材の空隙率，透水係数の変化を対象とする。充填材には施工の容易性，施工

後の安定性，強度等の観点から土木建築分野で広く使用されているモルタル等のセメント系材料

の使用が検討されている。セメント系材料の施工時における透水係数は使用されるセメント材料

の種類と施工時のセメント系材料の水和条件によって決まる。充填材の水理特性は長期的にはひ

び割れの発生，セメント鉱物の溶解及び間隙水中に溶存するイオン種との沈殿反応等による変質

の影響を受ける。間隙水中に溶存するイオン種には，もともと溶存するイオン種の他に硝酸塩や

硫酸塩などの廃棄物からの浸出イオンや緩衝材からの溶出イオンも含まれる。また微生物活動に

よる酸の生成や微生物自身の目詰まりがセメント系材料の変質や充填材の透水係数へ影響する可

能性もある。充填材の水理特性は充填材中での地下水流動に影響し，充填材中の地下水流速を変

化させる。その結果充填材中での核種の移流・分散やガス移行に対して影響する。 

 
３．安全性への影響機構 
ひび割れが全くないセメント系材料のマトリクス部は緩衝材よりも透水係数が小さい。セメン

ト系材料の透水抵抗は，連続して貫通する空隙の径の 2 乗に反比例するため連続しない空隙や空

隙の径が十分小さい場合には透水にはほとんど寄与しないので，充填材の透水性は径の大きな空

隙により支配される。 

貫通して連続するひび割れの透水量係数は，ひび割れ幅の 3 乗に比例するため例え 0.1mm のひ

び割れであってもセメントマトリクス部の低透水性は損なわれる。ただし臨界ひび割れ幅以下の

ひび割れに関しては透水に寄与しないことが知られている。 

また充填材は，地下水との反応によりセメント鉱物の溶解が起きると考えられている。セメン

ト系鉱物の溶解によりセメントマトリクス部の空隙率が増加するため透水係数の増加を生じる。

一方，地下水との反応においてはカルサイトの沈殿に見られる様にセメントマトリクス部の空隙

率を低下させる場合もある。セメント系鉱物と地下水との沈殿反応は，同時かつ長期に継続して

起きると考えられており，その結果生じる空隙率の変化に従って水理特性も変化する。地下水と

の反応に対しては，廃棄物として多量に存在する硫酸塩の影響が考えられる。地下水中に硫酸イ

オンが多量に存在する場合，セメント系材料中にエトリンガイトが生成され，その結果生じる体

積変化によってひび割れを生じる可能性がある。また硫酸塩による劣化影響は，硫酸塩中の陽イ

オン元素の種類によりその影響度合が異なると考えられる。 

更に微生物の活動は，好気性環境下では硫酸塩生成菌や硝化菌の活動により酸が生じるために

セメント鉱物の溶解や沈殿反応を促進し，また微生物自身の目詰まりによって空隙率の変化を生

じさせる可能性がある。しかし充填材中の間隙水はセメント鉱物の溶解により長期にわたって高

pH となり，また間隙水中の溶存酸素は処分施設内の鋼材の腐食等により消費されるため，微生物

活動は処分施設閉鎖後の比較的短い時間に限られると予測される。 
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４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料の透水性と劣化による透水係数への影響 
セメント水和物の透水係数は室内透水試験6)により1×10-10m/sを下回る低透水性となることが

わかっており，W/C 比が小さい程一般的に透水係数が小さくなる（表 1 参照）。 

セメント系材料は数 nm から数 mm の径の空隙を多数もつ多孔質媒体である。多孔質媒体の空隙

率と透水性の関係については Kozeny-Carman の式があり，通水させて劣化させたモルタルカラム

試料の解析に適用されている1)。また Kozeny-Carman の式は，PSI が開発したセメント系材料劣化

解析モデル MOCTAC に適用されている 1)。 

セメント系材料の変質ではセメント鉱物の溶解と間隙水中に溶解するイオン種との反応による

二次鉱物の生成が起こり，これらはセメント系材料中の空隙率を変化させる。このためセメント

系材料の変質が透水係数に与える影響についての試験研究では，空隙率と透水係数の関係が調査

されている。例えば Garboczi and Bentz2)により空隙率と透水係数の関係が調査されており，こ

の結果はセメント系材料の劣化評価モデル 4Sight などで用いられている3)。安田ら4)は模擬劣化

試料と通水劣化試料を用いた透水試験，三原ら5)は OPC 製のセメントペーストを用いた透水試験

により間隙率と透水係数の関係を調べている。三原らは，試験結果を Kozeny-Carman 式にフィッ

ティングし，以下の結果を報告している。 

K=4.34×10-9×ε（1-ε）-2 

 ここで，K：透水係数(m/s)，ε：間隙率(-) 

 

表 1 セメント供試体の透水係数の測定例（青木他6）より抜粋） 

供試体名称 W/C 比

(%) 

浸透深さ

(cm) 

透水係数 

(cm/s) 

60-14-V-無し 4.7 2.36E-10 

60-35-V-無し 

60 

1.7 3.09E-11 

50-14-V-無し 2.0 4.28E-11 

50-35-V-無し 

50 

1.0 1.07E-11 

注）文献は鉄筋コンクリートを対象としており，本表は鉄筋を含まない試料の測定 

値を抜粋した。 
 

4.2.1 セメント系材料のひび割れの透水性 

貫通するひび割れをもつセメント系材料の透水性に関しては，従来から単一ひび割れを有する

供試体を用いた試験が行われており，透水量係数がひび割れの幅の３乗に比例するという，平行

平板ひび割れ中の流れに対して導かれる流体力学の基礎的な方程式を修正した式の妥当性が示さ

れている7)。またひび割れ幅が非常に小さい場合には，ひび割れ内の地下水流速も小さくなり地

下水をニュートン流体として扱えなくなり，臨界ひび割れ幅以下では地下水流動を生じなくなる。
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この臨界ひび割れ幅については0.02mmという研究例があるが7)，臨界ひび割れ幅は水の降伏応力，

ひび割れの粗度によっても異なる。Amadai ら8)はひび割れ内の流体をビンガム流体として扱い，

ひび割れを２次元断面でモデル化し，動水勾配を変化させた解析を実施しており，ビンガム流体

として扱った場合にはニュートン流体として扱った場合に比べひび割れ内の流量が小さいという

結果を得ている。しかし，ひび割れ内の地下水流速が遅い場合についての研究例は少ない。 

 
4.1.3 硫酸塩の影響 

Taylor9)によれば硫酸塩中の陽イオン元素の種類によって，セメント系材料に対する影響が異

なると言われており，Na+より Mg2+の方がセメント系材料の劣化が著しい。硫酸イオンとセメント

系材料との反応によりエトリンガイト（C3A・3CaSO4・32H2O）が生成することは，OPC モルタルや

B 種高炉スラグセメントを Na2SO4水溶液に浸漬させた試験研究により確認されている10)11)12)13)。 

エトリンガイトはセメント鉱物と比較して体積が大きく，硫酸イオンが極少量の場合には，セ

メント系材料内の空隙を埋める可能性もある 13)が，硫酸イオンが多量に存在する場合にはひび割

れを生じる要因となる 11)。エトリンガイトの生成は，硫酸イオン濃度とカルシウムアルミネート

水和物（C3A）の含有量に依存する。 

地下水中に硫酸イオンが消失すると未水和の間隙質との反応によりモノサルフェート水和物

（3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O）に転移する性質がある。 

 
4.2 経時変化予測 

施工時の乾燥収縮，熱応力などにより，繊維補強コンクリートなどの特殊な材料を使わない限

り，コンクリート部には初期から貫通ひび割れが生じることが考えられる。 
処分空洞の閉鎖，再冠水の後，地下水，ベントナイト構成鉱物との相互作用により，境界面か

らセメント鉱物の溶解が進行し，空隙率，空隙構造の変化が起こる。処分施設内の地下水流動は

極めて遅く保たれるため，反応物質の大部分は系外へ流出することなく，境界面近傍で両者の中

間的な組成を持つ鉱物として再沈殿することが考えられる。透水係数，拡散係数の変化は，これ

らの溶解，再沈殿の結果として起こる。空隙率が増加する方向であれば，透水係数，拡散係数が

増加し，物質移動が増加するため，反応が促進される。逆に空隙率が減少すればそれ以上の反応

が抑制される。このような反応は，長期間にわたって継続する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

建設から数年～数 10 年が経過した水タンク，水路，トンネル壁などの人工構造物を用いたナチ

ュラルアナログ研究14)15)16)では，流水と接触していた面は激しい浸食が見られるが，ほとんど動

いていない水と接触していた面では表面のごく近傍でポルトランダイトが溶解し，替わりにカル

サイトが沈殿している現象が確認されている。また長期のナチュラルアナログサイトとしてはヨ

ルダンのマカリン17)が有名であり，天然のポルトランダイトと岩石，地下水の反応を見ることが

でき，実際に C-S-H などの生成が確認されている。 

しかしナチュラルアナログ試料の透水係数を実際に測定した例は見当たらない。 
 

4.4 不確実性 
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4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 

・ 空隙率と透水係数の関係式（どの関係式が適当であるか？） 
・ ひび割れの規模，空間的な分布，発生時期 
・ ひび割れの臨界ひび割れ幅 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし。 
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ＭＨ－０２：充填材の飽和 

 
１．名称 

充填材の飽和（MH-02） 

 

２．概要 

当該 FEP は，処分施設の再冠水時における充填材中の飽和度分布，水理特性の変化とそれに伴

う充填材中での地下水流動の変化である。 

処分施設閉鎖後，施設周辺の母岩からの地下水の浸入により緩衝材，構造躯体を通過した地下

水が充填材を再冠水する。再冠水中は充填材中の飽和度分布の変化に従い充填材中の水理特性が

非定常に変化し，その結果として充填材中の地下水流速，熱特性が非定常に変化する。当該 FEP

は，充填材の水理特性の影響を受け，充填材中の移流・分散及び核種移行，また充填材の熱特性

に影響がある。 

 

３．安全性への影響機構 

充填材にはモルタルが候補材料として検討されており，処分施設閉鎖後の地下水の浸入は，モ

ルタル中の数 nm から数 mm の間隙とモルタルの施工時より存在する可能性があるひび割れ中で起

きると考えられる。 

充填材中に浸入した地下水は，充填材中の間隙に浸入することにより局所的に飽和度が増加す

る。充填材中の飽和度が増加した部分では透水係数が増加するがサクション圧は減少する。充填

材中に浸入した地下水は充填材の貯留特性に従い更に充填材の内側に向かって浸透する。このた

め充填材中の飽和度分布の変化に従って透水係数分布が変化し，充填材中の地下水流速も時間の

経過とともに変化する。この現象は充填材が再冠水するまで継続して起きる。また充填材中の間

隙内は，空気と水の気液二相状態となっているため充填材での地下水流速に対しても影響がある

だけでなく，充填材の熱伝導率や地下水の酸化還元条件が変化する。 

しかしながら安全評価の観点では，不飽和透水係数は飽和透水係数に比べて一般的に小さいた

め核種閉じ込め性能の観点からは有利に働くと考えられている。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

第１次 TRU レポート1)では Yamaguchi ら2)が実施した飽和-不飽和解析をもとに TRU 処分施設が

再冠水するまでの時間が 300 年程度である事例を紹介している。Yamaguchi らは，TRU 廃棄物処分

施設として考えられる 4 種類の施設を対象とし，緩衝材が飽和するまでに緩衝材を設置する施設

で 大 260 年，緩衝材を設置しないケースで 大 160 年という結果を得た。また緩衝材を設置す

るケースについては，緩衝材の透水係数，緩衝材，構造躯体，廃棄体／埋戻し材の初期飽和度の

違いについて追加解析を行っているが，それらの結果を合わせても緩衝材が再冠水するまでの時

間として 大 260 年というを報告している（図 1 参照）。また安藤ら3)は気液二相流モデルを用い

て TRU 廃棄物処分施設が再冠水する時間を評価しており，その結果によれば 500 年以内に処分施

設がほぼ再冠水すると報告している。第１次 TRU レポートに記載される坑道断面と断面の直径が
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近い処分坑道を検討したスウェーデンの SFR の性能評価報告書4)では，施設が再冠水するまでの

時間は施設周辺の岩盤の透水係数等により変化し，数十年から数百年かかるとしている。 

 

 

図 1 ２次元飽和-不飽和解析結果における飽和度の時間変化 
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4.2 経時変化予測 

処分施設の閉鎖後，処分施設には周辺の母岩から地下水が浸入する。地下水は緩衝材，構造躯

体と通過して充填材に浸入する。充填材に浸入した地下水は充填材中の空隙を満たして充填材中

の飽和度を増加させながら廃棄体へと浸入する。処分施設が再冠水するまでの時間は，第１次 TRU

レポート 1)に施設閉鎖後 300 年という記載がある。処分施設の再冠水後，処分施設内の地下水流

動は序々に定常状態に近づいていく。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP の概念的不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 

・ 不飽和領域のモデル化手法は連続体モデルを用いた飽和－不飽和解析が一般的に使用さ

れることが多い。しかしモデル化手法には飽和－不飽和解析の他に気液二相流解析などを

用いることも可能であり，どのモデル化手法が妥当かについては課題が残っている。 

・ 不飽和領域を連続体モデルで表現する場合，現状の解析では廃棄体，充填材，構造躯体を

区別してモデル化していない。また充填材中のひび割れについてもモデル化されていない。 

・ ひび割れの位置，規模，連続性 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 

・ ひび割れが存在した場合の再冠水時間に対する影響 
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ＭＨ－０３：充填材での地下水流動 

 
１．名称 

充填材での地下水流動（MH-03） 

 

２．概要 

当該 FEP は充填材での地下水の流れに関する事項である。充填材内での地下水流動は，廃棄物

から溶出した放射性核種と硫酸イオンや硝酸イオンなどのバリア材の変質要因となるイオンの移

行速度に影響し，また処分施設内への浸入水量の観点では廃棄物からの放射性核種の溶出量に影

響する。 

充填材での地下水流動は，処分施設内の部材と母岩の水理特性，処分施設内外の圧力水頭場の

影響を受ける。特に周辺岩盤よりも低透水性の緩衝材の存在は，充填材での地下水流動の決定要

因となり得る。充填材には，モルタルが候補材料として検討されており，モルタル中のセメント

水和物の溶解，地下水中のイオンとの反応による二次鉱物の生成と沈殿及びひび割れの発生に伴

う空隙構造の変化は，充填材の透水係数を変化させ地下水流速に影響を与える可能性がある。 

また廃棄体の崩壊熱により生じた温度勾配は熱対流を生じる可能性がある。また廃棄物中の硫

酸塩，硝酸塩などが溶解し，充填材内に高濃度で存在した場合には密度流を生じる可能性がある。

熱対流，密度流は地下水流速，地下水の流動方向を変化させる可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構 

充填材にはモルタルが候補材料として検討されており，充填材中の地下水流動は，比較的径が

大きい間隙や開口幅が大きい貫通ひび割れ内で起き，充填材中の地下水流速と充填材を通過する

地下水流量に影響する。 

充填材中の地下水流動は，処分施設内及び母岩の透水係数と圧力水頭場の影響を受ける。特に

施設周辺の岩盤よりも低透水な緩衝材が施工される施設の場合には，地下水は処分施設の外側を

迂回して流れ，その結果処分施設内への地下水流入量が低下するため，処分施設内の地下水流速

は処分施設周辺の母岩中よりも小さくなり，緩衝材より内側では拡散場が形成されると考えられ

る。しかし緩衝材が施工されない施設の場合では，処分施設閉鎖後の初期においては充填材や構

造躯体などセメント系材料の低透水性のため処分施設内の地下水流速は低く抑えられるが，長期

的にはセメント系材料の変質やひび割れの発生の影響により緩衝材を施工しない施設と比べて地

下水流速が高くなる可能性がある。 

充填材中の地下水流動は，充填材自身の透水係数だけではなく，処分施設内の部材と処分施設

周辺の母岩の透水係数や処分施設内外の圧力水頭場の影響を受ける。このため充填材だけではな

く，構造躯体や緩衝材などの物理，化学的変化（地下水との反応による変質，二次鉱物の沈殿，

ひび割れの発生など）により透水係数が変化すると，充填材中の地下水流動も変化する可能性が

ある（各部材の透水係数への影響については，相当する部材の「水理特性」及び「化学的変質」

の項に詳述する）。 

また廃棄体での崩壊熱により熱対流を生じる可能性があり，また廃棄物中の硫酸塩，硝酸塩が

溶解し地下水中に高濃度に存在することにより密度流を生じる可能性がある。ただし熱対流，密
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度流とも地下水の密度に起因する現象であり地下水流速，地下水の流動方向に影響する可能性が

あるが，充填材中でのイオンの移行時間の観点では移行時間が短いため影響は小さいことが考え

られる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動のモデル化 

充填材の候補材料として検討されているモルタルは数 nm から数 mm の径の空隙を多数もつ多孔

質媒体であり，地下水流動のモデル化では多孔質媒体モデルが一般的には用いられている。第１

次 TRU レポート1)では，結晶質岩と堆積岩について緩衝材を施工する場合と施工しない場合の廃

棄体充填部のダルシー流速と掘削影響領域内の地下水流量を求めるために 2 次元モデルを用いた

定常地下水流動解析（飽和解析）が実施された。この解析では，充填材は廃棄体，構造躯体と同

一の材料（セメント系材料）として扱っており，長期的な変質を考慮して細粒砂程度の透水係数

として 1E-5m/s の透水係数が設定されている（表 1，表 2 参照）。 

 

4.1.2 セメント系材料のひび割れ 

セメント系材料のひび割れに関しては，単一の貫通ひび割れを有する供試体を用いた透水試験

を含む研究が多数実施されており，流体力学から発展したひび割れからの漏水量を予測する式と

して幾つかの３乗則にひび割れ定数を加えた式が提案されている（たとえば，木下2），1995）。ま

たひび割れが透水に寄与しなくなる 大のひび割れ幅を表す臨界ひび割れ幅に対しては 0.02mm

という研究例が報告されている 2)。ただし臨界ひび割れ幅は，水の降伏応力，ひび割れの粗度に

よっても影響を受ける。Amadai ら3)はひび割れ内の流体をビンガム流体として扱い，ひび割れを

２次元断面でモデル化し，動水勾配を変化させた解析を実施しており，ビンガム流体として扱っ

た場合にはニュートン流体として扱った場合に比べひび割れ内の流量が小さいという結果を得て

いる。しかしひび割れ内の地下水流速が遅い場合の研究例は少ない。 
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表 1 第１次 TRU レポートでの水理解析で使用されたパラメータ値 1) 

パラメータ サイト条件 
結晶質岩系 

岩盤 

堆積岩系 

岩盤 

セメント系材料 

（廃棄体，充填材， 

構造躯体，埋戻材） 

1E-5 

人

工

バ

リ

ア 

ベントナイト系材料 

（緩衝材） 
3E-11 

透水係数 

[m/s] 

1E-8 

掘削影響領域 領域幅 

[m] 
1.0 0.5 

透水係数 

[m/s] 
1E-9 

岩盤 
動水勾配 

[-] 
0.01 

 

表 2 掘削影響領域内の地下水流量と平均ダルシー流速 1) 

サイト条件 緩衝材 

廃棄体充填部の 

平均ダルシー流速 

[m3/y] 

処分坑道単位長さ 

あたりの掘削影響 

領域における地下水 

流量[m3/y/m] 

有り 6.75E-5 5.7E-3 
結晶質岩 

無し 4.84E-4 1.40E-3 

有り 1.67E-5 5.31E-3 
堆積岩 

無し 7.30E-4 7.41E-3 

注）結晶質岩，堆積岩の空隙率をそれぞれ 0.02，0.2 として仮定して算出 

 

4.2 経時変化予測 

充填材は水和熱による収縮等により，比較的初期より貫通するひび割れが存在すると考えられ

ている。処分施設の閉鎖後，施設周辺の母岩から地下水の浸入を受ける。浸入した地下水は緩衝

材，構造躯体を通過し充填材中に浸入する。充填材に浸入した地下水は，時間の経過とともに充

填材の飽和度を増加させるとともに，更に内側の廃棄体にも浸入していく。処分施設の再冠水に

関しては，第１次 TRU レポート 1)では 300 年という記載がある。緩衝材が再冠水すると緩衝材の

膨潤性により緩衝材より内側の地下水流速は極めて遅くなり，時間の経過とともに定常状態に近

づく。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 
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該当なし。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 

・ ひび割れの規模，空間的な分布，発生時期 

・ ひび割れの臨界ひび割れ幅 

・ 充填材の変質の時間的な変化 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし。 
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木学会論文集，No.526/V-29，pp.63-7． 

[3] Amadei, B. and Savage, W.Z. (2001): An analytical solution for transient flow of 

Bingham viscoplastic materials in rock fractures, International Journal of Rock 

Mechanics and Mining Sciences, No.38, pp.285-296. 
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ＭＭ－０１：充填材の力学特性 

 
１．名称 
充填材の力学特性（MM-01） 

 
２．概要 
充填材は，適切な材料と施工方法を選定することにより，構造躯体内部に定置された廃棄体間

の隙間を充填し，廃棄体と充填材とを一体化させて，廃棄体の力学的安定性を確保する。充填材

の存在によって，構造躯体内での廃棄体の移動が抑制されるとともに，廃棄体に係る外力を緩和

することが期待される 1)。 

充填材の力学特性としては，セメント系材料（セメントモルタル）の弾性係数，ポアソン比，

圧縮強度，引張強度，せん断強度などが挙げられる。充填材の力学特性は，材料の配合，応力，

温度等に依存すると共に長期的にはセメント鉱物の地下水への溶解などの劣化により変化するこ

とが予想される 1）。充填材の力学特性は充填材の応力・変形を規定する特性であり，充填材の応

力との相互作用によって，充填材に接する廃棄体及び構造躯体の応力や変形に影響を与える可能

性がある。 

 

３．安全性への影響機構 
充填材の剛性，ポアソン比などの力学特性は，充填材に発生する応力や変形を支配する。さら

に，充填材の応力・変形は，充填材に隣接する廃棄体や構造躯体の応力・変形と相互に影響する。

また，圧縮強度，引張強度などは充填材の力学的な耐力を支配するものであるため，外力に対す

る破壊やひび割れの発生程度に影響を与える。充填材は定置された廃棄体を構造躯体と一体化さ

せ，力学的安定性を確保することが期待されているが，充填材の剛性，強度などが低下した場合，

廃棄体の重量が充填材の耐力を上回り，充填材及び廃棄体の破損を発生させる可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 候補材料 
充填材の候補材料としてセメントモルタルが有力とされている。セメントモルタルはセメント

に水と砂とを混合したものであり，セメントの種類としては普通ポルトランドセメント，混合セ

メント，アルミナセメントなどが想定されている1）。 

 

4.1.2 物性値 

充填材の力学特性を表す弾性係数，ポアソン比，圧縮強度，引張強度等の物性値は，コンクリ

ート標準示方書2)などの既存指針類を参照することができる。 

 

4.1.3 セメント水和物溶解の影響 

長期的には，充填材中のセメント鉱物は地下水へと溶解し，地下水中のイオンと反応すること

により経時的に変質する。 
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この変質による強度特性への影響についてモルタルを用いた試験研究例を図 1 に示す 3）。この

図では，水セメント比及び配合をパラメータとした劣化試験でのセメントの細孔量と圧縮強度の

関係を示している。なお，この試験例は，普通ポルトランドセメント（OPC）及び細骨材として豊

浦標準砂を用いて作製したモルタル供試体を電気化学的手法により強制的に劣化させる劣化促進

試験により実施している。 

 

図１ セメント供試体細孔量と圧縮強度の関係3） 

 
モルタルにイオン交換水を通水させた試験 4)においてもセメントペースト中のカルシウム溶出

割合と空隙率，圧縮強度との間に相関が認められており，実験式が示されている。 

セメントペーストを用いた試験研究では，高い水セメント比（85～105%）のセメントペースト

にイオン交換水を通水させた試験 5)，硝酸ナトリウム溶液を通水させた試験 6)においてセメント

ペースト中のカルシウム溶出割合と圧縮強度の関係が示されており，この関係は溶液の種類に依

存しないとされている。また，より広範囲の水セメント比（40～105%）のセメントペーストをイ

オン交換水に浸漬させた試験 7)ではビッカース硬度の測定を介して成分の溶出と圧縮強度の関係

を求めている。 

これらの試験検討から強度の変遷評価に適用できる可能性がある。 

 

4.1.4 温度の影響 

充填材の力学特性は，廃棄体の発熱特性や長期的に処分場の温度を規定する主要因のひとつで

ある周辺母岩の温度（地熱）など熱作用の影響を受けて変化することが考えられる。セメントペ

ーストを加熱すると温度の上昇に伴って脱水し，80～750℃の範囲では収縮する。これに対して骨

材は加熱すると膨張し，200～300℃以上の高温度に熱したコンクリートは，セメントペーストの

強度が低下するとともに，骨材とセメントペーストの界面に内部破壊が生じて強度が低下する8）。

100℃以上の高温が持続すると，乾燥が激しくなって微細な収縮ひび割れが骨材とペーストとの境

界面に生じる。また，常温と高温の温度変化が繰り返し作用すると，強度と弾性係数が低下し体

積膨張が生じる9）。 
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図 2 各種骨材コンクリートの残存強度と静弾性係数 9） 

（Fc：圧縮強度，Ft：引張強度，Es：静弾性係数） 

 

ただし，加熱 高温度が500℃以下の場合には，コンクリートの強度は冷却後約１ヶ月で 低値

を示すがそれ以後は回復し，冷却後約1年で90%以上となることが知られている。また，水分が補

給される材質被害がかなり回復することもある10）。85℃程度までであればコンクリートの力学特

性に対する影響が小さいことが実験的に示されている11）。 

 

4.1.5 放射線の影響 

充填材は，核種の放射性壊変による放射線によって放射線損傷を受ける可能性がある。充填材

の放射線損傷は，廃棄体での核種の崩壊・生成，充填材での核種の崩壊・生成が原因となってい

る。廃棄体のセメント固化マトリクスあるいはセメントグラウトがγ照射（9～12MGv）を受けた

場合，その大半は顕著な変化を示さないこと，いくつかのサンプルでは表面の変色が確認された

こと，BFS/OPCのグラウトの場合は削剥，亀裂，破壊が確認されたことが報告されている12）。 

 
4.2 経時変化予測 

充填材の力学特性は，廃棄体発熱による熱応力，構造躯体を通して伝播する岩盤からの地圧や

緩衝材の膨潤圧などの力学的影響を受けて変化する可能性があるが，その影響は小さいと考えら

れる。また，熱による変質に関しては，廃棄体発熱による温度上昇をセメント系材料への核種の

移行特性が変化しない温度 80℃を超えないよう処分場の設計を行っているため，熱による変質は

ほとんどないと考えられる。 

セメント鉱物の地下水への溶解などによる充填材の化学的な変質は，充填材の力学特性に大き

な影響を与える可能性がある。セメント系材料と地下水との接触によって起きるセメント水和物

の溶解，地下水中の溶存イオンとの反応によって生じる二次鉱物の生成は，充填材の空隙構造の

変化をもたらし，その力学特性にも大きな変化を与えると考えられる。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

充填材などセメント系材料の長期的な変質による力学特性の変化についての知見やデータは，

セメントペーストやモルタルを対象とした試験研究が行われているものの，現状では十分とは言

えない状況である。 
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ＭＭ－０２：充填材の応力・変形 

 
１．名称 
充填材の応力・変形（MM-02） 

 
２．概要 
充填材は，適切な材料と施工方法を選定することにより，構造躯体内部に定置された廃棄体間の隙

間を充填し，廃棄体と充填材とを一体化させて，廃棄体の力学的安定性を確保する。充填材の存在に

よって，構造躯体内での廃棄体の移動が抑制されるとともに，廃棄体に係る外力を緩和することが期

待される1）。 

充填材には，廃棄体，構造躯体，緩衝材，境界領域との力学的な相互作用により応力が発生し，そ

の応力に対応した変形が生じる。充填材の応力と変形は，充填材の変質に起因する力学特性の変化，

温度上昇に伴う熱膨張，ひび割れ発生，再冠水による水圧の作用，緩衝材の膨潤圧の作用，ガス蓄圧，

その他外的応力の作用により変化する1）。 

 

３．安全性への影響機構 
充填材の応力・変形は，物理的に接する廃棄体，構造躯体の応力との相互作用や廃棄体から発生さ

れる熱の影響を受け，充填材自身の力学特性及び熱特性によって決定される。一方で，充填材の応力・

変形はそれ自身の力学特性や熱特性に対して影響を与える。充填材に発生する応力が耐力を上回る場

合，充填材にひび割れや破損が発生する可能性がある。この場合，充填材に強度的な弱点が発生し，

廃棄体の重量に耐え切れず充填材が破損する可能性がある。充填材が破損し，廃棄体の安定性が保た

れず廃棄体に破損が生じると，廃棄体からの核種漏洩が発生することが考えられる。 

また，隣接する廃棄体や構造躯体も充填材の応力との相互作用によってひび割れや破損が発生する

可能性がある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 物性値 
充填材の力学特性を表す弾性係数，ポアソン比，圧縮強度，引張強度等の物性値は，コンクリート

標準示方書2)などの既存指針類を参照することができる。 

長期的な評価における力学特性は，セメント鉱物の地下水への溶解などによって変化することも予

想される。この特性の変化については現状では評価対象とする現象に応じて設定されている。 

 

4.1.2 廃棄体成分の溶出による変化 

処分対象とする廃棄体はセメント固化体が大半を占め，またモルタルで充填するパッケージ化が行

われるためセメント系材料が多量に使用される。セメント系材料等の廃棄体成分が長期的に溶出し処

分施設内部に空隙が発生した場合には，処分施設の崩落などの不連続な事象が生じる可能性がある。

このような事象が生じるかどうかについて，第1次TRUレポートでは廃棄体及び支保工の弾性係数及び

強度がセメント成分の溶出によって初期の1/10になるとして応力再配分の状況を解析検討している。
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結晶質岩系岩盤（幌型処分坑道）のケースで廃棄体の変形が 大で0.5mm以下，堆積岩系岩盤（円型処

分坑道）のケースで岩盤の変形が 大で約3mmであり，また処分施設の主応力から処分施設の安定性に

対して影響を及ぼさないという結果を得ている1）。 

奥津ら3)はセメント成分溶出による応力再配分を緩衝材の膨潤圧による応力変化と同時に，セメント

系材料の力学特性の経時変化を考慮しながら評価する手法を構築している。 

 

4.1.3 緩衝材の膨潤圧による変化 
緩衝材は吸水により膨潤し，拘束された状態では膨潤圧を発生する。この膨潤圧が処分施設及び周

辺岩盤に影響することが考えられる。第1次TRUレポート1）における膨潤応力の影響に関する解析では，

緩衝材が膨潤した時の変形量は結晶質岩系岩盤ケース（幌型処分坑道）で 大5mm程度，堆積岩系岩盤

ケース（円型処分坑道）で0.5mm以下と，特に問題にならない値となっている。 

奥津ら3)は緩衝材の膨潤圧による応力変化をセメント成分溶出による応力再配分と同時に，セメント

系材料の力学特性の経時変化を考慮しながら評価する手法を構築している。 

 

4.1.4 母岩のクリープによる変化 

処分施設周辺の岩盤の長期的なクリープ変形が進行し，それに伴って処分施設の形状等が変化する

ことが考えられる。第1次TRUレポート1）では岩盤クリープ変形挙動を検討するとともに，この岩盤ク

リープ変形による処分坑道あるいは人工バリアへの影響検討を行っている。この結果，結晶質岩系岩

盤では，時間100万年においても岩盤のクリープ変形は発生しないことから人工バリアに対する影響は

無いと判断される。堆積岩系岩盤では，処分坑道内部に100MPa程度の弾性係数が見込めれば，時間100

万年での岩盤クリープ変形は10mm強程度とかなり小さく抑えられることが明らかとなった。 

 

4.1.5 ガス発生による変化 

ガス移行解析の実施例では，間隙圧力は， もガス発生速度の大きい廃棄体グループで 大11.9MPa

に達するが，人工バリア内部については発生応力が等方等圧に近いことから発生するせん断力は小さ

く，材料強度を超えることはないとしている1）。 

 

4.1.6 熱応力による変化 

廃棄体発熱による熱応力解析が実施されている。結晶質岩系岩盤（幌型処分坑道）では 大で約5mm，

堆積岩系岩盤（円形処分坑道）では 大で約2mm変形するが，処分施設の安定性に対しては影響を及ぼ

さないとの結果が得られている1）。ただし，解析モデル上では充填材は廃棄体と同様に取り扱われてお

り，例えば，廃棄体と充填材の境界部等に関して，正確に充填材の応力，変形を評価しているもので

はない。 

 

4.1.7 透水特性への影響 

健全な状態でのセメント系材料の透水係数は，10-12m/s程度の難透水性を有している4）。充填材の応

力・変形は，その透水係数に影響を及ぼすことが考えられる。応力状態によりひび割れの発生が異な

り，透水係数は変化することが予想されるが，現状では透水係数と応力状態に対する知見はほとんど

ない。ただし，充填材が応力を受け変形した結果，ひび割れが生じ透水係数が増大することや長期的
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に変質することを想定しても，細粒砂の透水係数10-5m/s程度を上回ることはないと考えられる1）。 

 

4.1.8 透気経路への影響 

充填材の応力が，充填材の耐力を上回りひび割れが発生した場合，ガスの透気経路ともなり得るた

め，ガスの蓄圧はしないと考えられる5）。 

 

4.2 経時変化予測 

充填材の応力状態は温度上昇に伴う熱膨張の拘束，再冠水にともなう間隙水圧の変化，ベントナイ

ト系材料の膨潤圧，岩盤のクリープ変形，ガスの蓄圧，構造躯体・廃棄体などセメント系材料中の鉱

物溶解に伴う質量減少，Ca成分等の溶出による体積減少・形状変化などの影響を受けて変化する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

充填材に発生する応力やそれに伴う変形は，物理的に接する構造躯体や廃棄体からの応力の相互作

用を受けるが，それらの応力は，処分場のバリアシステムを構成する部位全体に関わる物理的要因（緩

衝材の膨潤圧，岩盤の地圧等），化学的要因（廃棄体の腐食，セメント成分の溶出，ベントナイト変質），

熱的要因（廃棄体発熱，地熱）など様々な現象により複雑な影響を受ける。充填材に発生する応力や

変形はこれらの影響により確実に発生するが，その程度を精緻に予測することは極めて難しいと考え

られる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

充填材の応力やその応力に対応した変形は，充填材の力学特性により規定される。この力学特性は，

長期的には充填材のセメント成分の溶出などによる変質により変化するが，この力学特性の変化につ

いての知見やデータは，現状では十分とは言えない状況である。 

 

＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム（2000）：TRU廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業連合

会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 土木学会（2002）：コンクリート標準示方書［構造性能照査編］． 

[3] 奥津一夫，森川誠司，広中良和，前田宗宏，新保弘，畔柳幹雄，田部井和人，佐原史浩，村上

武志，青山裕司（2005）：ニアフィールド水理場の長期変遷評価システム構築に関する研究IV，

核燃料サイクル開発機構業務委託報告書，JNC TJ8400 2005-012． 

[4] 日本コンクリート工学協会（1996）：コンクリート便覧［第二版］． 

[5] 田中益弘，藤澤理，奥津一夫，高村尚，青柳孝義（2001）：TRU廃棄物処分システムの長期安定

性に関する研究， 核燃料サイクル開発機構業務委託報告書，JNC TJ8400 2001-030． 
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ＭＭ－０４：充填材での亀裂発生 

 
１．名称 
充填材での亀裂発生（MM-04） 

 
２．概要 
充填材には，廃棄体，構造躯体，緩衝材，境界領域との力学的な相互作用及び廃棄体からの熱によ

り応力が発生し，その応力に対応した変形が生じる。その応力が充填材の耐力を上回るとひび割れが

発生する。また，施工時の水和熱による温度ひび割れや充填材の経時的変質に起因したひび割れが発

生する。ひび割れによって充填材の透水性の増加，力学特性の低下などが生じると想定される。 
 

３．安全性への影響機構 
充填材には，物理的に接する廃棄体，構造躯体からの応力の伝播，また廃棄体からの熱により応力

が発生し，その応力が充填材の耐力を上回るとひび割れが発生する。ひび割れが発生すると，充填材

の空隙率の増加，透水性の増加，密度の低下，力学特性の低下などが想定される 1）。ひび割れにより

充填材の強度や剛性が低下した場合，隣接する廃棄体や構造躯体の応力状態に影響を与え，廃棄体の

安定性が損なわれたり，構造躯体の変形やひび割れの発生にも影響を与える可能性がある。廃棄体の

安定性が損なわれ破損した場合，廃棄体からの核種漏洩が生じる可能性がある。また，充填材のひび

割れ部分は透水性が高くなるため，卓越した核種移行経路となる可能性も考えられる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 ひび割れの発生要因 
充填材（セメントモルタル）のひび割れ発生の要因として以下のものが挙げられる。 

①セメントの水和反応に伴う発熱に起因した温度ひび割れの発生 

②廃棄体発熱による温度ひび割れ 

③セメント鉱物と地下水中の硫酸イオンとの反応に伴うエトリンガイト生成に起因した，体積膨

張によるひび割れ2） 

④セメント鉱物の変質・セメント成分溶出にともなう空隙率増加による強度低下に起因するひび

割れ 

⑤廃棄体成分の溶出，膨潤圧，クリープ変形，ガス圧など外部から作用する応力変化に伴うひび

割れ 

 

4.1.2 水和熱によるひび割れ 

適切な材料と施工方法を選定することにより水和熱を抑制することができるが，現段階では充填材

に用いる材料，配合などの詳細な検討は行われていない。 
 

4.1.3 外部からの作用によるひび割れ 

廃棄体成分の溶出，膨潤圧，クリープ変形，ガス圧など構造躯体外部から作用する応力によって充
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填材の応力が変化し，ひび割れが生じる可能性がある。第1次TRUレポート 1）においてそれぞれ個別

に検討した結果，充填材の応力変化は小さいことからひび割れが生じる可能性も低いと考えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

セメント系材料の充填材は，経時的に内部のセメント鉱物が地下水へと溶解して地下水中のイオン

と反応し変質することで，充填材にはひび割れが発生したり多孔質化するなどの変化が生じる。この

ひび割れや多孔質化により透水係数が増大し，処分場の水理特性に影響を及ぼす可能性がある。また，

ひび割れの発生で透気性が増大し，ガスの蓄圧状況が変化する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

充填材のひび割れは，作用する応力が充填材のもつ強度を上回ることで発生する。充填材に発生す

る応力は，物理的に接する構造躯体や廃棄体からの応力と相互に作用するが，それらの応力は，処分

場のバリアシステムを構成する部位全体に関わる物理的要因（緩衝材の膨潤圧，岩盤の地圧等），化学

的要因（廃棄体の腐食，セメント成分の溶出，ベントナイト変質），熱的要因（廃棄体発熱，地熱）な

ど様々な現象により複雑な影響を受ける。したがって，充填材に発生する応力やひび割れ発生の程度

を精緻に予測することは極めて難しいと考えられる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

充填材のひび割れは，作用する応力が充填材のもつ強度を上回ることで発生する。この強度などの

力学特性は，長期的にはセメント系材料の変質により変化するが，この変化についての知見やデータ

は，現状では十分とは言えない状況である。 

 

 

＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム（2000）：TRU廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業連合

会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] たとえば，土木学会コンクリート委員会（2003）：コンクリートの化学的侵食・溶脱に関する

研究の現状，コンクリート技術シリーズNo.53，p.18． 
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ＭＣ－０１：充填材の化学特性 
 
１．名称 
充填材の化学特性（MC-01） 

 
２．概要 
廃棄体パッケージと構造躯体との間隙を充填する充填材には，セメント系材料（モルタル・コンク

リート）が候補材料として検討されている。充填材の化学特性は，充填材に用いられるセメントペー

ストと添加される骨材量及び水和過程によって変化する。充填材の化学特性は，充填材の水理特性，

物質移行特性に影響することにより核種移行に影響する。 
 

３．安全性への影響機構 
充填材には，操業期間中及び処分場閉鎖後の力学的安定性，放射性核種の汚染拡大防止，また廃棄

体の崩壊熱を処分場外に逃がす熱伝導性が期待されている。充填材にモルタル等のセメント系材料が

用いられた場合，セメント系材料中のクリンカーの性質，打ち込み時のセメント，水，骨材の比率（W/C

比も含まれる）によりセメント系材料の水和反応後に得られるセメント水和物の種類，鉱物の割合が

変化するとともに，セメント系材料中の空隙構造，鉱物の表面状態の違いが生じる。 

セメント水和物の種類，鉱物の割合による空隙構造の違いは，セメント系材料中の空隙量の違いを

生じ，透水係数，拡散係数に影響する。また鉱物の表面状態の違いは，放射性核種の分配係数に影響

する。透水係数，拡散係数及び分配係数の違いは，核種移行に影響する。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメントの概要 
セメント系材料は，一般にはセメント，水，骨材によって成り立っており（図1），材料を良く練り

混ぜ養生するとセメントの水和反応により硬化して強度が発現する。 

セメントにはポルトランドセメントが広く用いられており，ポルトランドセメントの製造には，主

成分である石灰の供給源である石灰石と石灰と化合して組成鉱物を構成するシリカ，アルミナ，酸化

鉄の供給源である粘土質原料，珪酸質原料，酸化鉄原料，またセメントの凝結時間調節のために混合

される石膏が必要となる。 

ポルトランドセメントの製造工程を図2に示す。ポルトランドセメントの製造工程は，大きく分け

て①原料工程，②焼生工程，③冷却工程，④仕上工程，⑤出荷工程に分かれる。原料工程では，酸化

カルシウムを主成分とする石灰質原料約 80%とシリカ，アルミナ，酸化鉄を含む粘土質原料，珪酸質

原料，酸化鉄原料の混合物約 20%を調合する。焼成工程では，調合原料をロータリーキルンにより

1450℃～1500℃で焼成され，急冷工程において急冷される。得られた焼成物はクリンカーと呼ばれて

いる。仕上工程では，クリンカーに凝結時間を調整するため石膏が適量（3～4%）加えられ，粉砕機に

より粉砕される。粉砕物は出荷工程で出荷される。 

ポルトランドセメントは我が国の規格（JIS R 5210-1978）で普通，早強，超早強，中庸熱，耐硫

酸塩の５種類に区分されるが，それぞれの性質は製造工程に大きな差異がなく，セメント鉱物の組成

とそれに起因する物理的性質の違いによっている。 
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ポルトランドセメントの主成分は CaO，SiO2，Al2O3，Fe2O3である。ポルトランドセメントの化学成

分例は表1に示す1)。 

セメント系材料の性質はクリンカーの性質によって大きな影響を受ける。クリンカー鉱物は，セメ

ントの焼成工程における昇温時の半溶融状態の熱力学反応とその後の急冷過程によって生成される。

焼成工程において生じる主な化学反応を温度別に表2に示す。 

セメントは基本的にCaO，SiO2，Al2O3，Fe2O3の４成分で全体の 96～98%を占めており，それぞれC，

S，A，Fと略記することが多い。普通ポルトランドセメントの主要鉱物は，エーライト（3CaO・SiO2，

C3Sと略記）が45～60%，ビーライト（2CaO・SiO2，C2Sと略記）が15～30%で全体の約70～80%を占め，

残りをカルシウムアルミネ－ト（3CaO・Al2O3，C3Aと略記），カルシウムアルミノフェライト（4CaO・

Al2O3，C4AFと略記）が占める。 

ここまでポルトランドセメントについて述べたが，セメントにはポルトランドセメントの他に，コ

ンクリートの品質，改善を目的として高炉スラグ，シリカフューム，フライアッシュ等の混和材料を

加える場合があり，それぞれ高炉セメント，シリカセメント，フライアッシュセメントとして日本工

業規格（JIS）に規格化されている。高炉セメント，シリカセメント，フライアッシュセメントのJIS

規格をポルトランドセメントと合わせて表3に示した。 

また高アルカリ環境下における緩衝材の劣化，構造躯体中の鉄筋等の鉄材料の腐食及びそれに付随

して生じるガス発生量の増加に対する懸念から低アルカリセメントの開発が行われている。核燃料サ

イクル開発機構ではポルトランドセメントにシリカフュームを多量に加えた材料（HSFC）が検討され

ている2)。また電力中央研究所ではセメント原材料からクリンカーを得る焼成過程を変更し，更にシ

リカフュームを加えた材料（LAC）が検討されている3)。いずれの材料もセメント水和物中の水酸化カ

ルシウムの低減を目標としており，pH が 10～11 の範囲となる材料であることが確認されている。た

だしこれらの試験は現在進行中の研究である。 
 

 
図 1 コンクリート材料の構成率（絶対容積百分率）4) 
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図 2 ポルトランドセメントの製造工程1) 

表 1 ポルトランドセメントの成分例1) 
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表2 原料混合物の焼成過程における主な反応1) 
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表3 日本工業規格1) 

ポルトランドセメント(JIS R 5210) 

 

普通 早強 超早強 中庸熱 耐硫酸塩 

原材料 

および 

製造方法 

・ クリンカー 

主として石灰質原料および粘土質原料を適当の割合で十分に混ぜ，その一部が溶融するまで

焼成して得たもの。 

・ 石膏 

JIS R 9151（セメント用天然石膏）に規定するセメント用天然石膏またはこれに準ずるもの。 

・ 製造方法 

ポルトランドセメントは，クリンカーに適量の石膏を加え，粉砕してつくる。 

粉砕するときに粉砕助剤を用いる場合は，品質及び使用方法について十分な試験を行い，セ

メントの品質に悪影響を及ぼさないことを確かめなければならない。その使用量はセメント

の1%以下とする。 

また普通ポルトランドセメントにおいては，JIS R 5211（高炉セメント）の 4.2 に規定する

高炉スラグ，JIS R 5212（シリカセメント）の 4.2 に規定するシリカ質混合材，JIS A 6201

（フライアッシュ）に規定するフライアッシュまたは炭酸カルシウム 95%以上を含むセメン

ト製造用石灰石を，それぞれ単独または適宜に組み合わせたものを加えて粉砕するか，あら

かじめ単独または適宜に組み合わせて粉砕したものを加えて均一に混合しても良い。その総

量はセメントの5%以下とする。 

比表面積 

(cm2/g) 

2500 

以上 

3300 

以上 

4000 

以上 

2500 

以上 

2500 

以上 

凝粘 
始発(min) 

終結(h) 

60以後 

10以内 

45以後 

10以内 

45以後 

10以内 

60以後 

10以内 

60以後 

10以内 

安定性 膨張性ひびわれまたはそりができてはならない 

圧縮強度 

(kgf/cm2) 

1日 

3日 

7日 

28日 

－ 

70以上 

150以上 

300以上 

65以上 

130以上 

230以上 

330以上 

130以上 

200以上 

280以上 

350以上 

－ 

50以上 

100以上 

230以上 

－ 

70以上 

140以上 

280以上 

水和熱 

(cal/g) 

7日 

28日 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

70以下 

83以下 

－ 

－ 

酸化マグネシウム(%) 

三酸化硫黄(%) 

強熱減量(%) 

けい酸三カルシウム(%) 

アルミン酸三カルシウム(%) 

5.0以下 

3.0以下 

3.0以下 

－ 

－ 

5.0以下 

3.5以下 

3.0以下 

－ 

－ 

5.0以下 

4.5以下 

3.0以下 

－ 

－ 

5.0以下 

3.0以下 

3.0以下 

50以下 

8以下 

5.0以下 

3.0以下 

3.0以下 

－ 

4.0以下 

注）本表中「原材料及び製造方法」は必ずしも規格の原文ではなく大要の説明に止めた。 
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表3 日本工業規格（その２）1) 

高炉セメント 

（JIS R 5211） 

シリカセメント 

（JIS R 5212） 

A種 B種 C種 A種 B種 C種 

高炉スラグの分量（wt%） シリカ質混和材の分量（wt%）  

5をこえ 

30以下 

30をこえ 

60以下 

60をこえ 

70以下 

5をこえ 

10以下 

10をこ

え20以

下 

20をこえ

30以下 

原材料 

および 

製造方法 

・ クリンカー 

ポルトランドセメント（JIS R 5210）に規定す

るものを用いる。 

・ 高炉スラグ 

急冷砕したものを用いる。その塩基度は 1.4 以

上であること。 

塩基度 

b=(CaO+MgO+Al2O3)/SiO2 

・ 石膏 

JIS R 9151（セメント用天然石膏）に規定する

セメント用天然石膏またはこれに準ずるもの。 

・ 製造方法 

クリンカーと高炉スラグに適量の石膏を加え，

混合粉砕してつくるか，あるいはクリンカー，

高炉スラグ及び適量の石膏を別々に，または適

宜に組み合わせて粉砕したものを均一に，十分

混合してつくる。 

・ 粉砕助剤 

ポルトランドセメントの項に同じ。 

・ クリンカー 

ポルトランドセメント（JIS R 5210）に

規定するものを用いる。 

・ シリカ質混和材 

全シリカ分60%以上を含むもの。 

・ 石膏 

JIS R 9151（セメント用天然石膏）に規

定するセメント用天然石膏またはこれ

に準ずるもの。 

・ 製造方法 

クリンカーとシリカ質混合材に適量の

石膏を加え，混合粉砕してつくる。 

・ 粉砕助剤 

ポルトランドセメントの項に同じ。 

比表面積 

(cm2/g) 

3000 

以上 

3000 

以上 

3300 

以上 

3000 

以上 

3000 

以上 

3000 

以上 

凝粘 
始発(min) 

終結(h) 

60以後 

10以内 

60以後 

10以内 

60以後 

10以内 

60以後 

10以内 

60以後 

10以内 

60以後 

10以内 

安定性 膨張性ひびわれまたはそりができてはならない 
膨張性ひびわれまたはそりができては

ならない 

圧縮強度 

(kgf/cm2) 

1日 

3日 

7日 

28日 

－ 

70以上 

150以上 

300以上 

－ 

60以上 

120以上 

290以上 

－ 

50以上 

100以上 

280以上 

－ 

70以上 

150以上 

300以上 

－ 

60以上 

120以上 

260以上 

－ 

50以上 

100以上 

210以上 

水和熱 

(cal/g) 

7日 

28日 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

酸化マグネシウム(%) 

三酸化硫黄(%) 

強熱減量(%) 

けい酸三カルシウム(%) 

アルミン酸三カルシウム(%) 

5.0以下 

3.5以下 

3.0以下 

－ 

－ 

6.0以下 

4.0以下 

3.0以下 

－ 

－ 

6.0以下 

4.5以下 

3.0以下 

－ 

－ 

5.0以下 

3.0以下 

3.0以下 

－ 

－ 

5.0以下 

3.0以下 

－ 

－ 

－ 

5.0以下 

3.0以下 

－ 

－ 

－ 

注）本表中「原材料及び製造方法」は必ずしも規格の原文ではなく大要の説明に止めた。 
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表3 日本工業規格（その３）1) 

フライアッシュセメント 

（JIS R 5213） 

A種 B種 C種 

フライアッシュの分量（wt%） 

 

5をこえ 

10以下 

10をこえ 

20以下 

20をこえ 

30以下 

原材料 

および 

製造方法 

・ クリンカー，セメント 

ポルトランドセメント（JIS R 5210）に規定するものを用いる。 

・ フライアッシュ 

JIS A 6201（フライアッシュ）に規定するフライアッシュ 

・ 石膏 

JIS R 9151（セメント用天然石膏）に規定するセメント用天然石膏またはそれに準ずる

もの 

・ 製造方法 

クリンカーとフライアッシュに適量の石膏を加え，混合粉砕してつくるか，またはセメ

ントとフライアッシュを均一に十分混合してつくる。 

・ 粉砕助剤 

ポルトランドセメントの項に同じ。 

比表面積 

(cm2/g) 

2500 

以上 

2500 

以上 

2500 

以上 

凝粘 始発(min) 

終結(h) 

60以後 

10以内 

60以後 

10以内 

60以後 

10以内 

安定性 膨張性ひびわれまたはそりができてはならない 

圧縮強度 

(kgf/cm2) 

1日 

3日 

7日 

28日 

－ 

70以上 

150以上 

300以上 

－ 

60以上 

120以上 

260以上 

－ 

50以上 

100以上 

210以上 

水和熱 

(cal/g) 

7日 

28日 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

酸化マグネシウム(%) 

三酸化硫黄(%) 

強熱減量(%) 

けい酸三カルシウム(%) 

アルミン酸三カルシウム(%) 

5.0以下 

3.0以下 

3.0以下 

－ 

－ 

5.0以下 

3.0以下 

－ 

－ 

－ 

5.0以下 

3.0以下 

－ 

－ 

－ 

注）本表中「原材料及び製造方法」は必ずしも規格の原文ではなく大要の説明に止めた。 
 
4.1.2 骨材の概要 

セメント系材料に用いられる骨材は，比重，成因による分類と用いられる材料を表4に示す。骨材

には天然の砂，砂利や岩石や玉石を砕いた砕石のほかに膨張性けつ岩などを焼成して作成した人工骨

材等が用いられる。 

また粒径の違いにより骨材は細骨材と粗骨材に区別される。建築工事標準仕様書（JASS 5）及びコ

ンクリート標準示方書（RC示方書）における定義は以下の通りである。 

粗骨材：5mmふるいに重量で85%以上とどまる骨材(RC示方書，JASS 5) 

細骨材：5mmふるいを重量で85%以上通る骨材（JASS 5） 

   10mmふるいを全部通り，5mmふるいを重量で85%以上通過する 

骨材（RC示方書） 

コンクリートの示方配合では，5mmふるいを通るもの全てを細骨材，5mmふるいに留まるものを全て

粗骨材とする1)。 
 

 M 充填材-42 



 

表4 比重，成因による骨材の分類1) 

成因による分類 
比重による分類 

天然骨材 人工骨材 副産骨材 

普通骨材* 

川砂，川砂利 

山砂，山砂利 

海砂，海砂利 

砕石 

砕砂 
高炉スラグ骨材 

軽量骨材** 
火山砂利及びその加

工品 
膨張けつ岩など 膨張スラグ骨材 

重量骨材*** 重晶石，鉄鉱石など － － 

注）* ：岩石からできた砂・砂利または砕石・砕砂，絶乾比重2.5程度 

  ** ：普通骨材より比重の小さい骨材 

  ***：普通骨材より比重の大きい骨材，放射線しゃへいコンクリート用 
 

4.1.3 セメント系材料の水和反応と化学的機構 

セメントに水を加えて良く混合した後養生すると，次第に変形することが出来なくなり（凝結），

時間が経過すると更に強固になる（硬化）。これはセメント中の鉱物が水が水和反応することによりセ

メント水和物を生成するためである。セメントの水和反応の結果得られる硬化体には，セメント水和

物だけではなく，様々な要因による空隙が存在する。 

セメント水和物の形状・性質は，セメント鉱物，養生条件により異なる。以下にセメント水和物に

ついて述べる。 

 

(1) CaO-SiO2-H2O系水和物 

ポルトランドセメントの水和反応により生成されるC-S-Hゲルとポルトランダイト（Ca(OH)2）

が含まれる。C-S-Hゲルは，エーライト（C3S）とビーライト（C2S）の水和反応においてポルトラ

ンダイトの生成とともに生じる低結晶性の水和物である。エーライトとビーライトの水和反応の

化学反応式を次式に示す。ただし生成されるC-S-Hゲルは種々の化学量論比をとるため次式は一

例である。 

 

エーライト 

 2[3CaO・SiO2] + 6H2O → 3CaO・2SiO2・3H2O + 3Ca(OH)2 

   エーライト     水    ｶﾙｼｳﾑｼﾘｹｰﾄ水和物(C-S-H) ポルトランダイト 

 

ビーライト 

 2[2CaO・SiO2] + 4H2O → 3CaO・2SiO2・3H2O + Ca(OH)2 

   ビーライト     水    ｶﾙｼｳﾑｼﾘｹｰﾄ水和物(C-S-H) ポルトランダイト 

 

a. ポルトランダイト（Ca(OH)2） 

Ca(OH)2の結晶は，三方晶系で８面体の相構造をもつ。通常初期材齢では六角板状となり，長期
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材齢（数ヶ月後）においては層状の積層構造を形成する（図3）。 
 

 
初期材齢              長期材齢 

図 3 ポルトランダイトのSEM写真 

 
b. C-S-Hゲル 

C-S-Hゲルは，CaO/SiO2比（以下，C/S比と略記）及び形態によって分類される。C/S比による

分類では，C/S比 0.8～1.5が C-S-H（Ⅰ），C/S比1.5～2.0が C-S-H（Ⅱ）の２種類に分類される。

この分類法は，比較的結晶性が良くＸ線回折により回折ピークが得られる場合に適用されること

が多い。形態による分類では，水和過程の幾つかの段階に従いTypeⅠ～TypeⅣの４種類に分類さ

れる（表5，図 4）。 
 

表5 C-S-H形態の分類 

生成時期 

（注水後） 

早期 

（数分） 

中期 

（数時間） 

後期 

（数日） 

名称 TypeⅡ TypeⅠ TypeⅢ TypeⅣ 

形態 
二次元網状 

または蜂の巣状 
繊維状 

三次元 

等寸法状 
密実なゲル状 
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                  Type Ⅰ                            Type Ⅱ 

 

 

Type Ⅲ 

図 4 C-S-HゲルのSEM写真 

 
(2) CaO・Al2O3・CaSO4・H2O系水和物 

セメント鉱物中のカルシウムアルミネ－ト（C3A）またはカルシウムアルミノフェライト（C4AF）

の水和反応により，エトリンガイト（3CaO・Al2O3・32H2O，C3A・3CaSO4・32H2O と略記）とモノサル

フェート水和物（3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O，C3A・CaSO4・12H2O と略記）が生成される。カルシウ

ムアルミネ－トとカルシウムアルミノフェライトの水和反応による化学反応式は次式で示される。 

 

カルシウムアルミネ－ト 

石膏が存在する場合，次の反応によりエトリンガイトとモノサルフェート水和物を生成する。 

3CaO・Al2O3 + 3CaSO4 + 32H2O → 3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O 

ｶﾙｼｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ     石膏      水             エトリンガイト 

3CaO・Al2O3 + CaSO4 + 14H2O → 3CaO・Al2O3・CaSO4・14H2O 

ｶﾙｼｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ     石膏      水             モノサルフェート水和物 

 

カルシウムアルミノフェライト 

4CaO・Al2O3・Fe2O3 + 3Ca(OH)2 + 10H2O → 3CaO・Al2O3・6H2O  
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ｶﾙｼｳﾑｱﾙﾐﾉﾌｪﾗｲﾄ    水酸化ｶﾙｼｳﾑ    水       ｶﾙｼｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ水和物 

+ 3CaO・Fe2O3・6H2O 

ｶﾙｼｳﾑﾌｪﾗｲﾄ水和物 

 

a. エトリンガイト 

化学組成は3CaO・A2O3・3CaSO4・32H2Oで表されるが，実際には固溶体を形成し，AlはTi，Mn，

Feと容易に置換し，SO4
2-は CrO4

2-，AsO4
3-，Cl-，NO3

-，CO3
2-と置換する。一般的にc軸方向に伸長

した長さ1～2μm 程度の六角柱状となる（図 5）。 

 

 

図 5 エトリンガイトのSEM写真 

 
b. モノサルフェート水和物 

エトリンガイトの生成により硬化体の間隙水中に存在する SO4
2-イオンが注水後 10 時間で消失

する。間隙水中のSO4
2-イオンがなくなると，エトリンガイトと未水和の間隙質の反応により，モ

ノサルフェート水和物が生じる。エトリンガイトと同様に固溶体を形成し，Al は Ti，Mn，Fe と

容易に置換し，SO4
2-の代わりに AsO4

3-，Cl-なども入る。六角板状であり，「ガードハウス構造」

と呼ばれるトランプのカードを組み合わせた様な構造を形成することが多い（図 6）。 

 

 

図 6 モノサルフェート水和物のSEM写真 
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c. 二水石膏 

半水石膏（CaSO4・1/2H2O）が水に溶解し，析出，凝結，硬化することによって生成することが

知られている。しかしカルシウムアルミネート及びカルシウムアルミノフェライトの間隙質が存

在する場合には，エトリンガイト，モノサルフェート水和物を生成する。 

(3) CaO・Al2O3・H2O系水和物 

この系はハイドロガーネット系鉱物として存在しており，代表的なセメント水和物としては，

CAH10（ここで，H2Oを Hと略す），C2AH8，C3AH6，C4AH19が知られている。 

(4) CaO・Al2O3・SiO2・H2O系水和物 

この系はゲーレナイトハイドレート系鉱物として存在しており，代表的なセメント鉱物として

C2ASH8が知られている。 

 
4.1.4 セメント系材料の初期水和生成物のモデル化 

セメント水和物の生成量については，Atkinsonら5)，Berner6)，Glasser7)及び田熊ら8)によってその

方法が報告されている。これらの方法は，アルミニウムを含有するセメント水和物の取り扱い方法が

異なっている（表6）。 

Atkinsonは，アルミニウムを含有するセメント水和物としてエトリンガイト及びハイドロガーネッ

トを設定している。Bernerは，モノサルフェート相及びハイドロガーネット，Glasserはハイドロタ

ルサイト及びモノサルフェート相，田熊らはモノサルフェート相及びギプサイトを設定している。ま

た三原らのセメント水和物の溶出試験においては，浸出試験前のセメント水和物の分析によってモノ

サルフェート及びエトリンガイトが共存することを報告しており，アルミニウムを含有するセメント

水和物は，セメントが水和した後の化学的条件によって異なると考えられている1)。 
 

4.1.5 セメント系材料の変遷に関するモデル化 

セメント系材料は多種類のセメント鉱物により構成されており，その化学特性はセメント系材料の

空隙構造，吸着性能の観点から核種閉じ込め性能に関連した重要な情報である。セメント系材料の吸

着性能は分配係数によって表現でき，セメント系材料の分配係数は，それを構成するセメント鉱物の

吸着性能の総和として考えることができる。セメント系材料の分配係数に関しては，セメント系材料

の劣化や硝酸塩などの外的要因に関連した試験研究によりデータが取得されている。一方セメント系

材料の劣化機構に関しては，MOCTAC，PhreeqC の様な地球化学的な計算コードを用いたモデル化が実

施されており，放射性核種の移行現象に関連した解析が実施されている9)。 
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表6 各文献におけるセメント水和物の設定方法の違い 

 
 
4.2 経時変化予測 

セメント系材料は長期的には地下水成分との反応，セメント鉱物の溶解等により劣化するものと考

えられている。その劣化に対しては，評価モデルが幾つかのアプローチをとって構築されている。ま

たセメント系材料の劣化を対象とした室内試験が継続して実施されている。しかしながら，それらの

経時変化については知見が乏しく，結論には至っていない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

セメント系材料に関するナチュラルアナログ研究は例えばヨルダンのマカリンにおける研究が有

名であるが，それらはセメント系材料と地下水との反応やセメント系材料の変質に着目している場合

が多い。ただし長期の材齢を経たセメント系材料の水和物の状態に着目した事例は存在する。例えば

小樽港の南防波堤（1899年建設）と北防波堤（1909年建設）より採取したコンクリートコアを調査し

た事例10)では，コアの発熱速度が測定され未水和のアルミネート，フェライトが比較的多く存在して

いることが推定されている。ただし調査対象となったコンクリートは，水-セメント比が現在使用され

ているセメント系材料とは大きく異なっているため，その適用については注意を要する。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該FEPに付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ セメント水和物の生成量のモデル化では，特にアルミニウムを含有する水和物については化

学条件によって異なる生成物となる可能性がある。 

4.4.2 当該FEPに付随するデータに関する不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 

・ セメント鉱物の熱力学データに関しては不足しており，文献調査や試験検討が現在において

も進められている。 
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ＭＣ－０２：充填材での溶質移動 
 
１．名称 
充填材での溶質移動（MC-02） 

 
２．概要 
充填材中の溶質には，地下水中にもともと溶存するイオン種の他に構造躯体や緩衝材か

らの溶出イオン，廃棄物から溶解した硫酸塩，硝酸塩などの人工バリアを変質させる可能

性があるイオン種，鋼材の腐食の要因となる溶存酸素がある。これらの溶質は主に移流，

分散，拡散現象に従って移動するものと考えられるが，溶質が高濃度で存在した場合や発

熱性の廃棄物の影響により充填材中の間隙水に密度差が生じた場合には，密度流や熱対流

を生じ溶質の移動方向が変化する可能性がある。また溶質はその種類によっては充填材に

収着され，また充填材との反応により沈殿する可能性もある。これらの溶質が移動するこ

とにより充填材や充填材と境界を接する廃棄体や構造躯体の変質を促進する可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
充填材にはセメント系材料であるモルタルが候補材料として検討されている。充填材で

の溶質移動は，もともと存在する間隙，ひび割れや廃棄体との界面において起きると考え

られる。 

充填材での溶質移動はドライビングフォースの違いにより， 

・ 地下水流動による移流・分散 

・ 濃度勾配による拡散 

・ 地下水の密度差による密度流 

・ 温度差による熱対流 

の４種類が考えられ，溶質の移行する速度に影響する。上記の４種類のうち充填材中に限

った溶質の移行に関しては，移流・分散と拡散が主である。周辺岩盤よりも十分低透水性

の緩衝材を施工する施設では，充填材中の地下水流速が極めて遅くなるため，拡散が溶質

移動に対して重要となる。緩衝材を施工しない施設でも充填材や構造躯体が低透水性を担

保する処分施設閉鎖後の初期においては拡散が溶質移動に対して重要となる。一方，緩衝

材を施工する施設で変質などの要因により緩衝材の低透水性を担保できない場合や，緩衝

材を施工しない施設で構造躯体と充填材がひび割れの発生などにより低透水性を担保でき

ない場合には，充填材中の地下水流速が速くなり移流・分散が重要となる可能性がある。 

充填材の間隙水には，地下水中にもともと溶存するイオンが存在する。また充填材から

は，セメント水和物から K+，Na+といったアルカリ成分や Ca2+が溶解する。廃棄体からは廃

棄物から溶出した硫酸イオンや硝酸イオンが充填材内に移行する。更に構造躯体からは，

処分施設外からの地下水溶存イオンや構造躯体や緩衝材からの溶出イオンが充填材内に移

行する。廃棄体から充填材に浸入した硫酸イオンは，充填材にひび割れを生じさせる要因

となる可能性がある。また廃棄体から充填材に浸入した硝酸イオンは，充填材の変質を促

進する可能性がある。また充填材間隙水中のイオンは，廃棄体や構造躯体に移行し，廃棄
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体や構造躯体の変質を促進する可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動による移流・分散 

移流による溶質の移動は，地下水流動によって間隙中の地下水自体が移動し，その移動

に従って溶解している溶質も移動する現象である。地下水流動は上流側と下流側の２点間

に全水頭差が生じた場合に起こる。処分施設内の全水頭分布は，施設周辺の母岩中の地下

水流動と処分施設内の各部位の水理特性によって支配されている。 
また充填材での地下水流動は，連続して貫通する間隙やひび割れといった水みちの内部

で生じ，個々の水みちでの移行経路長の違いから溶質の到達時間に差が生じる。また個々

の水みち内においては希釈も生じる。分散はこの様な移行経路長の差や希釈割合の違いに

よって起きる。溶質の分散の度合いは分散係数により表現される。 
またモデルの観点からは，多孔質媒体モデルが用いられることが多く，また次項の拡散

を含め，移流・分散・拡散方程式を支配方程式とした物質移行解析が実施されることが多

い。 
 

4.1.2 濃度勾配による拡散 

地下水を構成する水分子や地下水中に溶存するイオン種は熱運動により互いに衝突して

おり，地下水中のイオン種は不規則に位置を変えている。この現象はブラウン運動と呼ば

れており，拡散はイオン種の熱運動やブラウン運動に起因する。拡散のドライビングフォ

ースは，イオン種の濃度勾配である。 

第 1 次 TRU レポート 1)では，緩衝材が十分な遮水性能を発現した場合には処分施設内は

拡散支配となると考えており，このため拡散現象は施設内の溶質の移行に対して重要であ

る。また移流による溶質の移行は，充填材中の比較的径が大きな連続する間隙やひび割れ

内で起きるのに対し，拡散は充填材に存在する全ての空隙に対して起きる現象である。モ

デル化の観点からは，前項の移流・分散を合わせて，移流・分散・拡散方程式を支配方程

式とした物質移行解析が実施されることが多く，拡散の度合いは拡散係数により表現され

ている。 
 

4.1.3 地下水の密度差による密度流 

密度流は重力流と呼ばれており，流体の密度差がドライビングフォースとなり地下水流

動が生じる現象である。密度流を扱った問題としては，例えば沿岸地域に見られる塩水く

さびの問題がある。地下水流動系には，陸地から海洋に向かう降水系地下水と海洋から陸

地内に侵入した海洋系地下水が存在し，それぞれが全く別の地下水流動系を形成している

場合も考えられる。このため，処分施設が沿岸地域に設置された場合には密度流が問題と

なる可能性がある。 
また密度流は塩水／淡水境界の問題に限らず充填材中の塩濃度が大きい場合にも生じる

場合が考えられる。しかし充填材に限れば溶質の移行距離も短く，また密度流を生じるこ

 M 充填材-51 



 

とにより溶質と充填材などの処分施設内の各部位との反応が変わるわけではないことから

移動方向および地下水流速の変化以外には密度流に特化した現象は見当たらない。 
密度流に関する試験研究は，主に沿岸地域の塩水汚染問題を扱ったものが多く，処分施

設内を対象とした検討は見当たらない。 
 

4.1.4 温度差による対流 

対流は，温度により生じた流体の密度差により地下水流動が生じる現象である。 

TRU 廃棄物の中には放射性核種の崩壊により発熱する廃棄物があり，崩壊熱は熱伝導に

よって伝播する。このため廃棄体を高温域とした温度勾配を生じ対流を生じる可能性があ

る。第 1 次 TRU レポート1)において施設周辺の温度変化を確認するために実施した熱解析

の結果によれば，施設の温度は母岩が堆積岩，結晶質岩であった場合とも処分施設の閉鎖

後 10 年程度でピークを迎え，その後は序々に温度が低下する結果が得られている。このた

め例え対流を生じたとしても，処分施設閉鎖後の初期に限られると考えられる。 
 
4.2 経時変化予測 

処分施設閉鎖後，処分施設は周辺の母岩からの地下水の浸入を受け，処分施設は再冠水

する。処分施設の再冠水中より施設周辺の母岩中の地下水に溶存していたイオン種が処分

施設内へ移行し，また緩衝材や構造躯体では溶出成分の溶解が開始する。また処分施設内

に浸入した地下水は， 終的に廃棄体にも浸入し，廃棄体中の硝酸塩，硫酸塩等の人工バ

リアを変質させる可能性がある塩が溶出し，これらも充填材中に移行する。処分施設が再

冠水するまでの期間については第 1 次 TRU レポート 1)では 300 年の記載がある。処分施設

の再冠水後，処分施設周辺の地下水流動場は定常に近づいていくが，地下水中にもともと

溶存するイオン種，緩衝材，充填材，構造躯体からの溶出イオン種，また廃棄体からの硫

酸塩，硝酸塩等の浸出イオン種の移行は継続的に起きる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ ひび割れの規模，空間的分布，発生時期 
・ ひび割れの臨界ひび割れ幅 
・ 低動水勾配下における移流による溶質移動 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

ひび割れの発生と拡がり，ひび割れの幅，充填材での化学反応に伴う間隙の増大/閉塞に

関する知見は限られており，力学－化学反応－物質移動等の連成を考慮した評価の実施に

当たっては，充填材での移行特性の不確実性を考慮に入れる必要がある。 
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ＭＣ－０３：充填材と地下水の反応 
 
１．名称 
充填材と地下水の反応（MC-03） 

 
２．概要 
当該 FEP は，充填材と地下水の反応における液相側の反応を対象とする。充填材と地下水との

反応では， 

① 充填材中のセメント水和物の溶解 

② 充填材中での二次鉱物の沈殿（ひび割れの発生を含む） 

が考えられる。セメント水和物の溶解は，充填材間隙水をアルカリ金属と Ca2+に富む高 pH 地下水

に変化させ，この地下水が緩衝材や母岩に移動することにより緩衝材の膨潤性，水理特性，分配

係数および母岩の分配係数への影響要因となる可能性がある。また②の結果，充填材中の間隙水

組成が変化する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構 
充填材にはモルタルが候補材料として検討されている。モルタルは，地下水と接触することに

よりモルタル中のアルカリ金属や Ca+2が溶出し，間隙水の pH は 12.5 以上の高 pH となる。この

アルカリ金属や Ca+2 に富み高 pH となった地下水は，処分施設内の移流・分散，拡散現象により

緩衝材や母岩に移行する。その結果，緩衝材や母岩の変質を促進する可能性がある。またイオン

強度の増加により，緩衝材の膨潤性，水理特性，吸着性能，母岩の吸着性能に影響する可能性が

ある。 

また，充填材自身も地下水中の溶存イオンと反応して変質する可能性がある。充填材と反応す

る溶存イオンとしては，炭酸イオン，硫酸イオン，塩化物イオン，マグネシウムイオンなどが考

えられ，またこれらの中には硫酸イオンや硝酸イオンのように特定の廃棄物から溶出したイオン

も考えられる。これらのイオンは充填材との反応により消費されるため充填材の間隙水組成が変

化する可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
セメント系材料は地下水との反応により溶解及び変質すると考えられているが，その溶解劣化

現象に対しては初期水和生成物の設定に関しては数種類のアプローチからモデルが構築されてい

る。 

Greenberg & Chang1)によれば，固相中に C-S-H ゲルのみが存在するケースでは，C-S-H ゲルの

調和溶解点よりも Ca/Si 比が大きい場合には非調和融解であり，セメント系材料と接触している

地下水は連続的に変化する。またケイ素に比べてカルシウムの方が優先的に溶解するため，C-S-H

ゲル中の Ca/Si 比も変化する。Ca/Si 比が調和溶解点に達すると，C-S-H ゲルの溶解はカルシウム

とケイ素の比が一定のまま溶解し，C-S-H ゲルが完全に溶解するまで地下水の pH は一定となると

考えられている。OPC と混合セメント（OPC/BSF=1/9）のいずれの場合も水和終了では Ca/Si 比は

調和溶解点よりも大きいと考えられており，C-S-H ゲルが水への溶解のみで変質するとすれば，
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初期には非調和融解でゲル中の Ca/Si 比が徐々に減少し，その比が調和溶解点に達した時点で調

和的な溶解が始まり 終的にゲルが消失すると考えられている。 

セメント系材料中の C-S-H ゲルの熱力学的取扱いについては，Berner ら2)，Glasser ら3)，

Atkinson ら4)，Reardon ら5)により Greenberg & Chang1)や Fujii & Kondo6)の試験結果等を用いて

モデル化が試みられており，三原ら7)の報告によってまとめられている。 

Berner らは Ca/Si 比を３領域に区分し，存在する固相の鉱物と，その平衡定数を Ca/Si 比の関

数として表すモデルを示し，実験とモデルによる比較を行っている（図１，２）。Glasser らは Ca/Si

比が 0.8～1.7 の間に関して，化学組成を仮定し，Gibbs の生成自由エネルギーを求めている。

Atkinson らは，Ca/Si 比 0.833 で区分けし，固相をそれぞれ設定し Gibbs の生成自由エネルギー

を求めている。Reardon らは，化学組成を酸化カルシウムと二酸化ケイ素，水の混合物を仮定し，

溶解の平衡定数を求めている。これらのモデル化では溶解の反応式を実験結果から反応式を導き

だしている。またモデルは仮想的な固相の溶解度積を既存の溶解データにあうようにフィッティ

ングしたものであり，モデルにより結果は大きく変わらないと推定されている。また C-S-H ゲル

以外のセメント水和物の溶解に関しては，非調和溶解の可能性が示されているものの調和溶解が

仮定されている 8)。また，セメントを C-S-H ゲルとこれらの鉱物との共存系としてモデル表現す

るために，C-S-H ゲルをより単純な固溶体として表現したモデルを提案し，セメントの溶解変質

特性を良く再現できることを示した例もある8)。 

二次鉱物の生成に関しては，セメント鉱物の地下水への溶出，炭酸化，SO4
2-，Cl-や Mg2+との反

応をもとに設定されている（「充填材の化学的変質」において詳述）が，これらの相互反応につい

ては現在ところ不確実であり，今後模擬地下水等を用いたセメント系材料の浸出試験の実施とそ

れに伴う固相における二次鉱物の生成に関して確認を行う必要がある。 
 

 

図 1 Berner による Ca/Si 系鉱物相の分類の考え方 
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図 2 Greenberg & Chang の実験値と Berner のモデルの比較 

 
4.2 経時変化予測 

セメント系材料の溶解及び変質に関しては，地球化学的な手法により経時変化の予測が行われ

ている。 

処分施設内の間隙水性状の長期的な挙動は，地下水との接触に伴うセメント成分の自立的な変

遷挙動から予測される。初期段階においては，間隙水の pH はセメント中の NaOH，KOH の溶解平衡

により支配され 13 程度である。Na 及び K が浸出した後，pH はセメント水和物の Ca(OH)2の溶解

平衡により支配されて 12.5 程度となる。その後 Ca(OH)2が消失すると，Ca/Si 比の異なる C-S-H

ゲルの溶解平衡により pH は序々に低下する。Atkinson が予測したセメント系材料の浸出液の pH

変化は，図 3 に示すとおりであり，Bradbury & Sarrot は以下の様にセメント劣化を定義してい

る。 

① Region Ⅰ：pH > 12.5 

② Region Ⅱ：pH≒12.5 

③ Region Ⅲ：pH<12.5 

第１次 TRU レポート9)では，C-S-H ゲルの維持期間の設定を目的とした解析が実施されている。

解析では，地下水組成に降水系高 pH 地下水，セメントに OPC を設定し，既往の研究例などをもと

にセメント水和物及び二次鉱物の解離反応の溶解度積を設定し，緩衝材を設置しない処分坑道（廃

棄体グループ３，４）と緩衝材を設置した処分坑道（廃棄体グループ１，２）を想定し，結晶質

岩系岩盤ケースと堆積岩系岩盤ケースに対して擬似１次元モデルが用いられた。その予測結果に

よれば も消失が早い堆積岩系岩盤のグループ 1，２で約３万年， も消失が遅い結晶質系岩盤

のグループ 3，４で 50 万年という結果が得られている（表１）。ただし，その結果にはセメント

鉱物の劣化機構の更なる知見や熱力学データの整備等の課題が存在している。 
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図 3 地下水との接触によるセメント系材料の pH 変化の例 

表 1 各廃棄体グループの施設内における化学環境維持期間 9) 

岩 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
充填材 

堆積割合 

ReginⅠ*1 

(pH>12.5) 

RegionⅡ*2 

(pH≒12.5) 

RegionⅢ*3 

(pH<12.5) 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 75% 6×103年 3×104年 4×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 83% 6×103年 4×104年 4×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 66% 3×103年 5×104年 5×105年 

結晶質岩

系岩盤 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 67% 3×103年 5×104年 5×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 33% 7×102年 3×103年 3×104年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 30% 6×102年 3×103年 3×104年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 81% 7×102年 7×103年 1×105年 

堆積岩系

岩盤 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 78% 7×102年 7×103年 1×105年 

注） *1：Na・K イオンにより pH>12.5 となっている期間 
 *2：ポルトランダイト（Ca(OH)2）が存在し pH=12.5 が継続する期間 
 *3：C-S-H ゲルが溶出し尽くし，pH が 11 から 8.5 まで急降下するまでの期間 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

建造以来数年～数十年が経過した水タンク，水路，トンネル壁などの人工構造物を用いたナチ

ュラルアナログ研究10)11)12)では，流水と接触していた面は激しい浸食が見られるが，ほとんど動

いていない水と接触していた面では表面のごく近傍でポルトランダイトが溶解し，替わりにカル

サイトが沈殿している現象が確認されている。また長期のナチュラルアナログサイトとしてはヨ

ルダンのマカリン13)が有名であり，天然のポルトランダイトと岩石，地下水の反応を見ることが

でき，実際に C-S-H などの生成が確認されている。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
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・ C-S-H ゲル以外のセメント水和物の溶解過程（過去の研究では調和溶解が仮定されている） 
・ セメント系材料の未水和部分の存在 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ セメント鉱物の溶解現象に関する知見の不足 
・ 地下水とセメント鉱物との反応に関する知見の不足 
・ 地下水とセメント鉱物との反応により生成する二次鉱物の熱力学データの不足 
・ セメント鉱物の反応は平衡反応に近いと考えられるが，試験研究では反応が平衡に達する

程十分な試験時間を設定することが困難である点。 
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ＭＣ－０４：充填材の化学的変質 
 
１．名称 
充填材の化学的変質（MC-04） 

 
２．概要 
当該 FEP は，充填材と地下水の反応における固相での変化を対象とする。充填材と地下水との

反応で懸念される事項としては， 

① セメント水和物の溶解 

② 地下水との反応による二次鉱物の生成 

③ 昇温による水熱変成 

④ 長時間にわたる鉱物の変成 

が考えられる。セメント水和物の溶解は充填材の空隙構造を変化させ，充填材の力学特性や透水

係数，拡散係数に影響する。イオンとの反応による二次鉱物の生成は，充填材の吸着性能に影響

するとともに，エトリンガイトやフリーデル氏塩の生成のようにひび割れの発生要因となる可能

性がある。ひび割れを生じた場合には，充填材の力学特性および透水係数，拡散係数に影響する

可能性がある。また昇温による水熱変成および長時間にわたる鉱物の変成は，いずれも充填材中

の不安定な鉱物が安定な鉱物へ変わる変化であり，このような反応が生じた場合には，充填材の

分配係数が影響を受ける可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
充填材にはセメント系材料であるモルタルが候補材料として検討されている。充填材は長期的

な地下水との接触によりセメント水和物が溶解し，充填材の空隙構造が変化する。この結果，充

填材の力学特性が影響を受けるとともに充填材の透水係数，拡散係数が増加する。 

また充填材は充填材間隙水中のイオンと反応し，二次鉱物を生成する可能性がある。セメント

系材料と反応する代表的なイオンとしては，硫酸イオン，塩化物イオン，炭酸イオン，マグネシ

ウムイオンがある。これらのイオンは，母岩中の地下水から供給される場合もあるが，TRU 廃棄

物処分施設の場合には硫酸イオンのように特定の廃棄物に高濃度で含まれるイオンもある。硫酸

イオンと塩化物イオンは，硫酸イオンではエトリンガイト，塩化物イオンの場合には海水のよう

に高濃度の場合にはフリーデル氏塩が二次鉱物として生じる可能性がある。エトリンガイトおよ

びフリーデル氏塩の生成は，充填材の吸着性能を変化させるばかりではなく，ひび割れの発生要

因となる。ひび割れを生じた場合には充填材の空隙構造が変化し，透水係数，拡散係数が増加す

る可能性がある。また炭酸イオンやマグネシウムイオンは，炭酸イオンの場合はカルサイト，マ

グネシウムイオンの場合はブルサイト，マグネサイト，ドロマイトを生成し，セメント水和物と

収着性が異なるために充填材の収着性能に影響する可能性がある。 

また充填材には骨材が混合されるため，アルカリ骨材反応により充填材の変質の可能性がある。

その結果として充填材の収着性能への影響とひび割れの発生による透水係数，拡散係数への影響

が懸念されている。 

またセメント系材料中の非晶質な鉱物には準安定鉱物である C-S-H ゲルと温度に対し不安定な

アルミン酸カルシウム相を含む。C-S-H ゲルは 80℃以上の条件では短期的に結晶化し，より安定
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なトバモライトもしくはゾノトライトに変化する可能性がある。またアルミン酸カルシウム相の

場合は，より安定なシリカ質のハイドロガーネットのようなより安定な鉱物に変化する可能性が

ある。ただし TRU 廃棄物処分施設の場合，８０℃の温度で設計されているため短期的な反応は生

じない可能性もある。このような反応が生じた場合には充填材の収着性能に影響する可能性があ

る。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料の化学的変質のメカニズム 
(1) Na，K の浸出 

セメントから 初に浸出するのは，Na，K のアルカリ金属である。これらは容易に溶解する

ため空隙水中の初期溶存イオンとしては支配的な元素である。これらにより，初期のセメント

空隙水の pH は 12.5～13 程度を示す。 

ただしこれらのアルカリ金属の含有量は 1%程度であるため移流と拡散によって外部へ運ば

れると，空隙水中の濃度は低下する。したがって，これらの影響は初期に限られると考えられ

る。 

(2) ポルトランダイト（Ca(OH)2），C-S-H の溶解 

ポルトランダイトの溶解度は 1.5×10-2mol/l と高く，セメント鉱物の中で 初に溶解する。

この溶解反応により，空隙水は pH12.5 を呈する。 

ポルトランダイトの次に溶解するのは，C-S-H（カルシウム－シリケート－ハイドレートゲル）

である。これは，Ca と Si の連続的な構成比を持つ固溶体である。Ca/Si 比は，0.4 又は 0.6～

1.6 又は 1.8 の範囲であると言われている1)2)。C-S-H が溶解する際には，Ca/Si 比が 0.833 以上

では選択的に Ca を放出し（非調和（インコングルエント）溶解），結果としてより低い Ca/Si

比の C-S-H ゲルへ変化する。この C-S-H ゲルのインコングルエントな溶解は，Ca/Si 比が 0.833

になるまで継続する。Ca/Si 比が 0.833 の時点で固相と液相の Ca/Si 比が一致するため，これ

以後は調和（コングルエント）溶解となる。 

Si 濃度が比較的高い条件に，Ca イオンが供給されると，Si 濃度の高い（Ca/Si 比の低い）C-S-H

ゲルが形成される。C-S-H の溶解を検討する場合，この様な再沈殿の可能性の考慮が必要であ

る。 

(3) C-S-A-H の溶解 

セメントのもう 1 つの主成分は，Al であり，特にスラグセメント，フライアッシュセメント

などはその含有量が多い。Al は，Ca，Si と結合して，C3AH6，C2ASH8，C3AS3などの鉱物となる。 

このうち初期に存在するのは，C3AH6であり，これが溶解すると替わりに C2ASH8が沈殿し，そ

の次に C3AS3が沈殿するというシリーズを形成する。 

(4) エトリンガイトの生成 

地下水中などの SO4
2-イオンと Ca，Al が結合して石膏(CaSO4)，モノサルフェート(C3ACs)，エ

トリンガイト(C3A(Cs)3)を形成する。このうちのどれが形成されるかは，SO4
2-イオンの濃度に

よる。 

エトリンガイトの形成は大きな体積膨張を伴うため，セメント系材料にひび割れを発生させ

る可能性がある。 
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SO4
2-イオンの供給源としては，地下水の他に，ベントナイトに約 2%含まれるパイライト(FeS2)

によるものが考えられる。還元環境中においては，パイライトの溶解度は低いため，これから

の SO4
2-イオンの供給は少ない。また，初期に酸化雰囲気であっても，水の動きが少ない条件で

あればパイライトの溶解とこれに含まれる Fe2+の酸化によって系内は還元環境に変化し維持さ

れる。ただし，緩衝材が施工されてから処分空洞が閉鎖されるまでの期間は大気と接触してい

るため，この期間中に空気中の酸素と反応して一部が酸化されるため，この影響を検討する必

要がある。 

(5) カルサイトの生成 

カルサイトは，炭酸イオンと Ca の化合物である。 

大気中におかれた構造物の場合には，空気中の二酸化炭素がコンクリート中を拡散し，カル

サイトを生成することにより pH が低下し（中性化），鉄筋を腐食させることが問題となってい

る。 

地下構造物である処分施設においては，水中の拡散係数が小さいことからこのような反応は

長期間にわたり僅かずつ進行すると考えられる。また，建設，操業期間中には大気と接してい

るため，この間には表面の一部が中性化するものと考えられる。 

中性化した場合に，酸化性雰囲気中では，鉄筋が好気性腐食を起こし酸化第 2 鉄となり体積

が増加することによりコンクリートにひび割れを発生させることが懸念される。処分施設の設

置深度においては還元雰囲気である可能性が高く，また仮に地下水が酸化性雰囲気であっても，

水の交換が緩やかであるために，鉄筋の一部が酸化することにより還元雰囲気となり，その状

況が長期間継続すると考えられる。このような還元雰囲気においては鉄の腐食速度が小さいた

め，大気中の中性化と比べると影響は小さいことが考えられる。 

(6) 塩素イオンとの反応 

地上構造物では，特に港湾施設などでの影響が知られている。硫酸塩と同様に二次鉱物の生

成により，セメント系材料のひび割れの発生要因となる。海水のような多量の塩素イオンを含

む溶液と接触した場合には，フリーデル氏塩やその他の物質を生成する。一般に塩素化物相の

生成は，温度により反応が促進される。 

(7) マグネシウムイオンとの反応 

マグネシウムイオンは，ポルトランダイト中のカルシウムと交換され水酸化マグネシウムと

なり沈殿し，水酸化マグネシウム（ブルサイト）となる。またマグネシウムは C-S-H ゲル中の

カルシウムとも置換し，炭酸マグネシウム（マグネサイト）もしくはドロマイトの沈殿を生じ

る可能性がある。これらブルサイト，マグネサイト，ドロマイトは，セメント水和物とは収着

性が異なることから充填材の分配係数に影響する可能性がある。 
 

4.1.2 モデル研究 

セメント鉱物の主成分である C-S-H ゲルの溶解反応については，Greenberg and Chang3)の試験

以来研究が継続されており4)5)6)，データの確からしさが確認されている。これらの試験によって

高い Ca/Si 比の C-S-H が溶脱されて Ca/Si 比が低下した際の溶解度と予め特定の値の Ca/Si 比に

なるクリンカーを合成し，これの溶解度を測定した結果が良く一致することが確認されているこ

とから，これらのデータは平衡時のデータとして扱えると考えられる7)。 
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これらの溶解データに基づき，C-S-H ゲルの非調和溶解挙動を再現する熱力学モデルが幾つか

提案されている。例えば C-S-H の溶解をモデル固相の固溶体と仮定し Ca/Si 比の関数としてモデ

ル表現したもの 1,6,8)などがある。 

これに対して Al を含む C-S-A-H については，溶解実験データ，モデル化研究ともに報告例はあ

るものの9)，C-S-H と比較すると研究実績は十分であるとは言えず，変質挙動を定量的に再現，予

測できるとは言えないのが現状である。 

他の鉱物，すなわちモノサルフェート，エトリンガイト，カルサイト，ハイドロたるサイト等

については，熱力学的モデル化では調和溶解鉱物として取扱われている。セメントを C-S-H ゲル

とこれら鉱物との共存系としてモデル表現し，溶解変質特性を良く再現できることを示した例 7)

もある。 

 
4.1.3 アルカリ骨材反応 

アルカリ骨材反応はアルカリシリカ反応とアルカリ炭酸塩岩反応とに大別されるが，わが国に

おいて見られるのはアルカリシリカ反応である10)。アルカリシリカ反応は，骨材中のアルカリ反

応性シリカ鉱物とコンクリート中の水酸化アルカリを主成分とする高 pH となった間隙水との反

応である 11)。そのメカニズムとしては間隙水中の OH-イオンが反応性シリカ鉱物中の Si-O-Si 結

合を破断することにより反応性シリカ鉱物の表面より化学反応が進行し，水和アルカリ珪酸塩ゲ

ルが形成され，そのゲルの吸水が膨潤を引き起こすことにより骨材を破壊に導くと推定されてい

る 10)。 

アルカリ反応性シリカ鉱物としては，オパール，カルセドニー，クリストバライト，トリディ

マイト，陰微晶質石英，微晶質石英，結晶格子の歪んだ石英，などのほかに火山ガラスがあるが，

陰微晶質石英，微晶質石英，結晶格子の歪んだ石英などの石英質鉱物の反応速度は，オパール，

トリディマイト，クリストバライト，火山ガラスの反応に比べれば非常に緩慢である。またガラ

スはシリカ分に富むほど反応性が顕著となるのが一般的であり，高炉スラグや玄武岩に含まれる

ガラスは無害であるが，石英安山岩や流紋岩に含まれるガラスは有害であることが多い。 

コンクリート標準示方書 10)では，アルカリ骨材反応に対する対応策として， 

① アルカリ骨材反応に無害と判定された骨材の使用 

② 低アルカリ型セメントの使用 

③ 反応抑制効果が確認された高炉セメント B 種，C 種やフライアッシュセメント B 種，C

種などの混合セメントの使用 

④ コンクリート中のアルカリ総量を Na2O 換算で 3.0kg/m3以下に抑制する 

などの中から少なくとも１つの方策の適用が有効としている。またコンクリート標準示方書 10)

では，化学的および物理的安定性の観点からアルカリ骨材に対して不安定な骨材（JIS 規格で定

められる「骨材のアルカリシリカ反応試験方法（化学法）」および「骨材のアルカリシリカ反応試

験方法（モルタルバー法）」に合格のものを除く）を用いてはならないとしており，このため施工

時においてアルカリ骨材反応の影響を低下させる対策はなされると考えられる。しかしアルカリ

骨材反応のメカニズム，プロセスは複雑であり，長期的なアルカリ骨材反応に対する安定性につ

いては現在のところ知見は得られていない。 
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4.2 経時変化予測 

コンクリート，モルタルの打設によりセメント成分が水和反応を起こし，初期のセメント水和

鉱物が形成される。水和反応の大部分は 1 ヶ月程度以内に終了するが，その後も長期間にわたっ

て水和反応が継続する。 

処分空洞が閉鎖されるまでの期間，材料の表面の一部が大気中の CO2 と反応し，カルサイトを

形成する。この期間は数年から 10 数年の範囲であると考えられる。 

処分空洞が閉鎖された後，人工バリア内は再冠水し，空隙内が水で飽和する。構造躯体の周囲

を緩衝材により囲まれており充填材内の地下水流速が小さいため移流による溶存イオン種の移動

はほとんどなく，しかし拡散により溶存イオン種の移動が起こる。これにより，空隙水中のアル

カリ金属イオン（Na，K）が周囲の地下水中に散逸する。この反応は数十年以内に終了する。これ

に伴い，13 程度の高い値であった pH が低下し始める。 

次いでセメント水和物のうち比較的溶解度が高いポルトランダイトの溶解が始まる。溶解反応

は表面から内部へ進行すると共に，ポルトランダイトが溶解しきった表面においては，C-S-H，

C-S-A-H の溶解が始まる。これらは，Ca2+イオンを放出すると同時に順次 Ca 割合の低い C-S-H，

C-S-A-H 鉱物へ変化する。拡散が支配的な条件においては，この反応は極めて長期間にわたって

継続し，数万年以上になることが考えられる。評価の一例として Atkinson7)によるセメント系材

料を使用した処分システムの pH 変遷の予測結果を図１に示す。 

セメントとベントナイトを接触させて使用する施設を想定した場合，上記の変質反応は，ベン

トナイト中とセメント系材料中における pH などの化学条件の違いが大きい初期には速く進むが，

鉱物の溶解に伴う Ca2+イオン濃度と pH の低下とこれによる Si イオン濃度の低下のために，長期

間継続後は遅く進むことになる。地下水溶存成分の CO3
2-，SO4

2-イオンの供給は，低い濃度であっ

ても長期間継続するため，長い期間を考える場合には，環境，処分場の設計条件によってはこれ

らの影響が現れる可能性もある。 
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図 1 Atkinson による処分システムの pH 変遷の予測結果 7) 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

建造以来数年～数十年が経過した 水タンク，水路，トンネル壁などの人工の構造物を用いたナ

チュラルアナログ研究が行なわれている11)12)13)。その結果，流水と接触していた面は激しい浸食

が見られるが，ほとんど動いていない水と接触していた面では表面のごく近傍で特にポルトラン

ダイトが溶解し，替わりにカルサイトなどが沈殿している現象が見られている。さらに長期のナ

チュラルアナログサイトとしては，ヨルダンのマカリンが有名である。ここでは，天然のポルト

ランダイトと岩，地下水の反応を見ることができ，実際に C-S-H などが形成されていることが観

測されている14)。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ C-S-H ゲル以外のセメント水和物の溶解過程（過去の研究では調和溶解が過程されてい

る） 

・ セメント系材料の未水和部分の存在 

・ セメント鉱物の準安定鉱物から安定鉱物への変質（例えば C-S-H の結晶化によるトバモ

ライトの生成） 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ セメント鉱物の溶解現象に関する知見の不足 
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・ 地下水とセメント鉱物との反応に関する知見の不足 
・ 地下水とセメント鉱物との反応により生成する二次鉱物の熱力学データの不足 
・ セメント鉱物の反応は平衡反応に近いと考えられるが，試験研究では反応が平衡に達す

る程十分な試験時間を設定することが困難である点。 
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ＭＣ－０５：充填材での有機物影響 
 
１．名称 
充填材での有機物影響（MC-05） 

 
２．概要 
処分環境においては，廃棄体中に含まれる有機物や人工バリア材の施工において用いられる有

機物，地下水中に存在する天然有機物などの有機物が存在する。充填材領域に存在する有機物と

放射性核種が錯体を生成することにより放射性核種の存在形態が変化し，溶解度及び収着性の変

化が生じる可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
充填材領域中に存在する有機物としては，例えば，廃棄体中に含まれる有機物が人工バリア内

を移行することが推測される。特に，セルロースの分解生成物であるイソサッカリン酸（ISA）は，

核種移行評価上重要な有機物として考えられている。また，充填材に用いられるセメント系材料

は，減水しつつその可塑性や流動性を高めるために，化学混和剤(有機物を含むものがある)が一

般的に用いられる。化学混和剤には界面活性剤としての機能を有しているものもあり，放射性核

種と錯生成して核種移行に影響を与える可能性がある。 

有機物が存在することによる充填材領域での影響としては，有機物が放射性核種と相互作用す

ることにより溶解度や収着挙動などに影響を与える可能性がある。固相として存在する不溶性の

有機物は核種を収着する媒体として核種の移行を遅延する可能性がある1)。一方，有機物が核種

と錯体を生成することにより溶解度の上昇や核種の収着の低減により移行を促進する可能性もあ

る。有機物がコロイドとして振舞う可能性もあるが，コロイドとして存在する有機物は，緩衝材

のフィルトレーション効果により移行挙動が抑制されると推測される。また，有機物に起因する

CO2などのガス発生によりセメント系材料の変質や核種移行等に影響を与える可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 人工バリア材中に存在する主な有機物 
廃棄体中に含有される主な有機物として，アスファルト，ビチューメン，セルロース，パッキ

ン類(フッ素ゴム，エピクロロヒドリンゴム等)があり，これらの分解生成物等が人工バリア内を

移行することが推測される。 

これら有機物のうち，アスファルト，ビチューメン，パッキン類に関しては，放射性核種と錯

体を生成することによる核種の溶解度への影響は小さいことが示されている2)。 

セルロース系の有機物は，他の有機物と比べ核種との相互作用が強いことが試験的に確認され

つつある3)。セルロースは高アルカリ性環境で分解しやすく，その分解生成物には COOH 基，OH 基

のような放射性核種と錯体形成しうる官能基が多く含まれている。セルロースの分解生成物とし

ては，シュウ酸，酢酸などのカルボン酸があるが，近年の研究において，イソサッカリン酸（ISA）

が錯体形成の観点からは も重要な分解生成物であることが判明しつつある4）。 

また，充填材に用いられるセメント系材料には，充填性を高めるために化学混和剤(有機物を含
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むものがある)が多く用いられており，界面活性剤としての機能を有しているものもあり，放射性

核種と錯生成して核種移行に影響を与える可能性がある。化学混和剤(減水剤など)の種類には，

リグニンスルホン酸系，ナフタレンスルホン酸系，メラミンスルホン酸系，ポリカルボン酸系な

どに大別される。充填材中の化学混和材の配合に関しては，実大模擬廃棄体の製作実証試験にお

いて 1.2％(混和材(高性能減水材)/セメント重量比)と設定されている5)。 

セメント系材料に添加された有機混和剤の溶出挙動に関してはバッチ試験が実施されており，混

和剤の添加による有機物溶出量の増加は非常に小さく，また混和剤の主成分であった高分子物質

は検出されないとの報告がある6)。 
 

4.1.2 有機物による核種の移行挙動に関する影響 

(1) 収着 
有機物が核種の収着に与える影響に関しては，有機物を共存させたバッチ収着試験が行われ

ており7，8)，一般に溶液中の有機物濃度がある程度高くなると有機物濃度の上昇にともない分

配係数が低下する傾向が認められている。また，カラムを用いた放射性元素の移行試験におい

ても有機物の存在により移行が促進されるとの報告9)がある。しかしながら，有機物の収着・

移行に与える影響は，有機物濃度および有機物の起源や有機物の特性により大きく異なること

に留意する必要がある。 
(2) 溶解度 

Pu，U，Am，Tc を対象核種とし，減水剤の濃度をパラメータとして，減水剤を混合したセ

メント系材料の浸出液を用いて溶解度への影響を確認した研究10)が行われている。この研究か

ら，減水剤の濃度が高くなるにともない，各核種の溶解度が上昇することが示されている。た

だし，Tc については，他の核種と比較すると溶解度への影響は小さい。 
(3) コロイド 

有機物がコロイドとして振舞う可能性があるが，地下水中をコロイドとして挙動する有機物

は少ないことが報告11)されている。 
(4) ガス発生 

TRU 廃棄物処分概念検討書 2)では，微生物が廃棄体中の有機物を分解することにより二酸化

炭素やメタン等のガスを発生することや廃棄物中から発生する放射線の作用により廃棄体中の

有機物が分解され水素ガスを発生すると予測されている。同報告書では，微生物活動を考慮し

た有機物の分解に伴うガス発生量及び放射線分解によるガス発生評価を行っているが，全体の

ガスの発生量としては金属腐食による H2の発生が支配的である。 
 

4.1.3 有機物影響の取扱い 

セルロース系有機物の核種移行上の影響評価においては，放射性核種の有機錯体形成を前提と

して，みかけの溶解度の上昇および分配係数の低下が生じるとして扱い，これらのパラメータに

補正係数（SEF:Solubility Enhancement Factor，SRF:Sorption Reduction Factor）を乗ずる手

法が広く用いられている12，13）。 

ISA が放射性核種の溶解度・分配係数に及ぼす影響度に関しては，Pu の溶解度に及ぼす ISA 濃

度の影響の研究 4)などが行われており，ISA 濃度の上昇とともに Pu の溶解度も上昇することが示

されている。  
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種々の試験結果から，間隙水中の ISA 濃度が 1E-6mol/L 以下であれば核種の収着・沈澱・溶解

の物質移行プロセスへの影響はないものと想定されている。 
 

4.1.4 ISA のセメント系材料への収着 

ISA はセメント硬化体の間隙水のような高 pH 環境では，次式によりほぼ全量が H+の解離した形

態となり，負の電荷を有している。 

ISA－  =  HISA － H+ 

セメント固相表面も通常は負に帯電しているため一般にセメントへの ISA の収着性は大きくな

いと考えられるが，これまでの試験研究からは，有意な量の ISA がセメント系材料に収着しうる

こと，その収着挙動には遊離 ISA 濃度に関する非線形性が認められること等が確かめられつつあ

る。 

高炉スラグを多量に使用したセメント(OPC:BFS=1:9)へのISAの収着について表1のような試験

結果が得られている 2）。 

 
表 1 ISA の高炉(OPC:BFS=1:9)セメントへの収着 

ISA 初期濃度 

[mol/L] 

遊離 ISA 濃度 

[mol/L] 

分配係数 

[mL/g] 

(C0-Ceq)/Ceq 

[%] 

1.00E-2 6.71E-3 4.9 33% 

1.00E-3 2.70E-4 27 73% 

1.00E-4 1.35E-5 64 87% 

 
4.2 経時変化予測 

4.2.1 ISA の収率に関する報告 
セルロースのアルカリ環境下での分解に伴う ISA の生成について，Ca(OH)2 飽和水溶液の 60℃

及び 90℃での紙片に含まれるセルロースの分解試験が行われている14)。 

前提条件を以下に示す。 

① 液相：Ca(OH)2飽和水溶液 

② 固液比：10g/1000ml 

③ 雰囲気：低酸素（Ar 雰囲気） 

④ 固液分離：0.45μmPTFE フィルタ 

その結果，8週間までの浸漬でセルロース分解率は 7％程度となる。 

さらに，セルロースのアルカリ分解により生成した全有機炭素(TOC)濃度中の ISA 含有量割合

(ISA 生成率)について上記と同様の試験条件下で試験を実施している。結果を図 1 に示す。図 1

より，8 週目における ISA 生成率は，Ca(OH)2飽和水 60℃とキムタオルの組み合せにおいて 60%程

度まで上がることが示されている。また，同報告書内において，ISA 自身のアルカリ分解の可能

性も試験されたが，8 週間までの浸漬では ISA の分解は確認されていない。 

 M 充填材-68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ISA 生成率の経時変化 

AEA においては，TRU 廃棄物処分におけるセルロースからのアルカリ分解生成物である ISA の生

成したものの収率は，試験結果から 15%と設定されている。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

現状有機物に関するナチュラルアナログに関する報告はない。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関する現象についての

不確実性となっている。 
所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設では緩衝材によるフィルトレーション効果や緩衝

材中に存在する有機物による影響が考えられるが，緩衝材の有無及び仕様に関しても完全に決定

されていないことから，この観点においても不確実性が存在する。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

アルカリ分解によって生成される ISA の収率について，長期間に及ぶ評価事例がないことから，

ISA の生成濃度についての不確実性が挙げられる。 

有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関するデータについて

の不確実性となっている。 

所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設では緩衝材によるフィルトレーション効果や緩衝

材中に存在する有機物による影響が考えられるが，緩衝材の有無及び仕様に関しても完全に決定
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されていないことから，この観点においても不確実性が存在する。 
 

＜参考文献＞

 
[1] 核燃料サイクル開発機構(1999)：わ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 次取りまとめ－，JNC TN1400 99-023． 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[3] Greenfield, B. F., Moreton, A. D., Spindler, M. W., Williams, S. J. and Woodwark, 

D. R.(1992): The Effects the Degradation of Organic Materials in the Near Field of 

a Radioactive Waste Repository, MRS Symp.Proc.Vol.257 . 

[4] Greenfield, B. F., Holtom, G. J., Hurdus, M. H., O’kelly, N., Pilkington, N. J., 

Rosevear, A., Spindler, M. W. and Williams, S. J.(1995): The Identification of 

Isosaccharinic Acid, a cellulose Degradation Product, MRS Symp.Proc, Vol.353. 

[5] 財団法人 原子力環境整備センター(1998)：低レベル放射性廃棄物処分用廃棄体製作技術

について(各種固体状廃棄物)． 

[6] 株式会社大林組，株式会社オーテック(2001)：セメントを起源とする処分環境の変遷に関

する研究， JNC TJ8400 2001-034． 

[7] Boggs, S.Jr. and Seitz, M. G.(1984): The Influence of Dissolved Organic Substances 

in Ground water on Sorption Behavior of Americium and Neptunium, Argonne National 

Laboratory, ANL-83-84. 

[8] Nakayama, S. and Nelson, D.(1998): Comparison of Distribution Coefficients for 

Americium and Curium, Effects of pH and Naturally Occurring Colloids, Journal of 

Environmental Radioactivity, 8, pp.173-181. 

[9] Nagao, S., Rao, R. R., Killy, R. W. D. and Young, J. L.(1998): Migration Behavior 

of Eu(Ⅲ) in Sandy Soil in the Presence of Dissolved Organic Materials, Radiochimica 

Acta, 82, pp.205-211. 

[10] Greenfield, B.F., et al(1997) The Effect of Cement Additives on Radionuclides 

Solubilities, Migration’97, Sendai. 

[11] 金持真理子，亀井玄人，油井三和：サマリウム溶解度に対する地下水中有機物の影響，サ

イクル機構技術資料，JNC TN8400 99-081． 

[12] Bradbury, M. H., Sarott, F. A.(1995): Sorption Database for the Cementitious Near 

Field of a L/ILW Reposiory for Performance Assessment, PSI Bericht Nr.95-06. 

[13] 例えば，Wiborgh,M.(1995): Prestudy of Final Disposal of Long-Lived Low and 

Intermediate Level Waste, SKB TR95-03. 

[14] 動力炉・核燃料開発事業団：セルロース系有機物の分解及び核種移行への影響に関する研

究， PNC ZJ1281 98-007 (1998)． 

 M 充填材-70 



 

ＭＣ－０６：充填材での微生物影響 
 
１．名称 
充填材での微生物影響（MC-06） 

 
２．概要 
従来，微生物にとって地下深部の環境は極限環境と予想されており，生物的には無菌状態であ

ると考えられてきた。しかし， 近の研究で地下深部において微生物の存在が確認され，微生物

活動が否定できなくなっている。 

処分環境においては，深部地下水に生息する微生物や処分場の建設操業に伴って侵入する可能

性のある微生物が活動する可能性がある。充填材領域ではセメント系材料の影響により高アルカ

リ環境となる。近年の研究では，好気性の高アルカリ性環境で活性を有する微生物や pH8.5～12.5

の高アルカリ性環境で成育する絶対嫌気性高度好アルカリ性微生物が報告されている。また，中

性で生育する微生物をアルカリ性環境に馴化させ，pH12.5 の高アルカリ性環境で生育させた例も

報告されている。こうしたことから，微生物の多様性を考慮すると高アルカリ環境で生育する好

アルカリ性微生物の存在も報告されており，微生物活動の可能性は否定できない。 

微生物活動により充填材領域に存在する各バリア材の変質や微生物活動に起因する水化学環境

の変化により，核種の存在形態が変化し溶解度及び収着特性の変化が生じる可能性がある。また，

微生物による有機物の代謝・分解により錯化剤，有機酸及びガスなどが生成することも考えられ

る。 
 

３．安全性への影響機構 
微生物活動が生じることによる充填材領域での影響としては，セメント系材料への影響の可能

性が考えられ，セメント系材料の変質に伴い核種の放出挙動が影響を受ける可能性がある。また，

微生物活動により水化学環境の変化が生じ，核種の存在形態が変化し核種移行パラメータである

溶解度及び収着特性の変化が直接生じる可能性がある。さらに，放射性核種を吸着／取込んだ微

生物自身の移動によって，微生物起源の擬似コロイドによる核種移行が促進される可能性，微生

物活動により生成するガスが核種移行を促進する可能性及び錯体形成により核種移行を促進する

可能性もある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下深部環境における微生物活動に関する研究 
地下深部で存在が確認された微生物のうち，硫黄酸化菌，メタン生成菌，硫酸塩還元菌及び脱

窒菌を対象として，処分場における微生物活動を推測するため，培養液の pH 及び Eh をパラメー

タとしたときの微生物の活性を測定し，想定される処分環境条件(pH=12～13 程度，Eh=-400～

-200mV 程度)での活性の有無を確認した研究1)が行われている。この研究によると，どの微生物の

結果においても共通して言えることは，pH が高くなるにつれ，微生物の活性または増殖が見られ

なくなることである。また，メタン生成菌及び硫酸塩還元菌については，pH が高くなるにつれ，

活性を示す Eh の範囲が狭められることも示されている。 
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一方，近年の研究では，好気性の高アルカリ性環境で活性を有する微生物や pH8.5～12.5 の高

アルカリ性環境で成育する絶対嫌気性高度好アルカリ性微生物が報告されている。また，中性で

生育する微生物をアルカリ性環境に馴化させ，pH12.5 の高アルカリ性環境で生育させた例も報告

されている。こうしたことから，微生物の多様性を考慮すると処分環境における微生物活動の可

能性は否定できない。 
 

4.1.2 セメント系材料に対する微生物影響 

好気性の環境下で起こるセメント系材料の微生物による変質はよく知られている事象であると

されている3)。好気性微生物である硫黄酸化菌及び硝化菌の活動によって生成する硫酸及び硝酸

はセメント系材料中の Ca(OH)2や C-S-H ゲルを溶解させ，セメント系材料を変質させると考えら

れているが，処分場閉鎖後，環境は比較的早い段階で嫌気性となるため，好気性微生物によるセ

メント系材料の変質は進まないと予想されている。 

一方，処分施設閉鎖後の嫌気性高アルカリ環境における微生物活動は否定出来ないことから，

処分施設内に持ち込まれた有機物が微生物により代謝・分解され生成される有機酸や二酸化炭素

によるセメント系材料の変質が生じる可能性がある。 
 

4.1.3 微生物の移行挙動に関する研究 

微生物による核種への直接的な影響として，微生物による核種の吸着／取り込み 3，5)や微生物

による核種の酸化・還元6)，微生物起源の擬似コロイド 3，7)に関する報告がなされている。これら

の結果から，微生物による核種の吸着／取り込みに関しては，微生物に取り込まれた核種は微生

物の細胞内に保持されるため，微生物の移動が著しくない場合には，結果として地層中への核種

移行は抑制される可能性がある。また，微生物による核種の酸化・還元に関しては，微生物が直

接核種を酸化・還元することによる核種の化学形態の変化に伴い，溶解度及び収着特性が変化し，

核種移行に影響を与えると考えられる。微生物起源の擬似コロイドに関しては，擬似コロイドに

よって核種の移行が促進される可能性や緩衝材のろ過効果によるコロイドの移行抑制が推測され

ている。 
 

4.1.4 微生物による有機物の代謝・分解で発生するガス 

微生物が廃棄体中の有機物を代謝・分解することにより二酸化炭素やメタン等のガスを発生し，

セメント系材料の変質や核種移行等に影響を与える可能性がある。TRU 廃棄物処分概念検討書8)

では，微生物活動を考慮した有機物の代謝・分解に伴うガス発生量を評価しており，硝酸塩を含

むアスファルト固化体以外の廃棄体では，全体のガスの発生量に対する微生物活動による有機物

の代謝・分解に伴うガス発生量の寄与は小さく，金属腐食による H2の発生が支配的であった。 

 
4.2 経時変化予測 

現状，微生物影響に関して経時的な変化を評価した例はない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における地下微生物に関する研究9)では，深度

に関係なく地下水中には脱窒菌，鉄関連菌，硫酸塩還元菌，メタン生成菌などが存在することが
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確認されている。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物に関す

る現象についての不確実性となっている。また，所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設で

は人工バリア外部からの廃棄体領域への微生物の侵入が避けられると考えられるが，緩衝材の有

無及び仕様に関しても完全に決定されていないことから，この観点においても不確実性が存在す

る。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物に関す

るデータについての不確実性となっている。また，所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設

では人工バリア外部からの廃棄体領域への微生物の侵入が避けられると考えられるが緩衝材の有

無及び仕様に関しても完全に決定されていないことから，この観点においても不確実性が存在す

る。 
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ＭＣ－０７：充填材でのコロイド影響 
 
１．名称 
充填材でのコロイド影響（MC-07） 

 
２．概要 
当該 FEP では TRU 廃棄物処分場に設置されるセメント系充填材を対象とする。FEP の内容は，

具体的には核種移行に及ぼすコロイドの影響であり，セメント系充填材中でのコロイド状放射性

核種の移行挙動，及びセメント系充填材中でのコロイドの存在可能性の２つの側面がある。それ

ぞれに関して，コロイド形態の放射性核種（真性コロイド）及び放射性核種が吸着したコロイド

状物質（疑似コロイド）により核種移行が助長される現象を考慮する必要がある。 

 
３．安全性への影響機構 
放射性核種のセメント系充填材中での移動速度は，セメント系充填材中での地下水流速もしく

は拡散速度と，放射性核種のセメント系材料への収着性から導出される遅延係数とで表される。

放射性核種がコロイド状態（真性コロイド及び疑似コロイド）になった場合，核種の水溶液中で

の存在形態の変化が生じることが考えられ，その結果核種のバリア材への吸着特性や拡散性が影

響を受けることが考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系充填材中でのコロイド状放射性核種の移行挙動 
セメント系充填材中でのコロイド状放射性核種の移行挙動については，過去研究がなされてい

ない。コロイドはコロイド自身の溶解度が小さく，コロイドの衝突による凝集が起きないことが

安定条件であるため，一般にセメント系充填材中での高 pH，高イオン強度の環境ではコロイドは

凝集沈殿し易いため試験で用いる適切なトレーサの選定が困難なこと，及び，次節で述べるセメ

ント系充填材中でのコロイドの安定性に関する研究の方が移行挙動の研究よりも優先されている

と思われること，などが理由として考えられる。 

 
4.1.2 セメント系充填材中でのコロイドの存在可能性 

真コロイドの生成に関して，アクチニド(An)元素のコロイド生成挙動については，一般論とし

て次のことが確認されている1),2) 

An(Ⅲ)：An3+のコロイド生成が pH>6 の条件下の Am(OH)3の沈殿溶解の実験により確認され

ている。 

An(Ⅳ)：An4+は水溶液中で も不安定であり，pH=1 においても容易にコロイドを生成する。 

An(Ⅴ)：AnO2
+は加水分解に対して も安定である。pH=10 までは加水分解されずコロイド

も生成しないと考えられる。 

An(Ⅵ)：AnO2
2+の加水分解性が強いことから，コロイドを生成しやすい。 

このため，セメント系充填材中の高 pH 環境下においても，アクチニド元素が真コロイドを生成

する可能性は否定できない。 

また，セメント系充填材を起源とするコロイドの生成可能性に関しては，ポゾラン材料を高い
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含有率で含むOPC水和物を使用し 長8ヶ月実施した浸出試験でSi-Al-Caを主成分とするコロイ

ドの生成が確認されている3)。生成したコロイドの粒径や濃度は，浸出試験の固液比が高い場合

に粒径が増大し，濃度は減少している。これは同時に浸出する Ca 濃度に依存した粒子の凝集挙動

が影響していると考えられている。一方セメントの変質物の一種である CSH やエトリンガイトな

どを用いた３ヶ月の浸出試験においてコロイドの生成が認められないという報告もある4)。この

ように，セメント系材料を起源とするコロイドの生成可能性についてはまだ具体的知見は乏しく

今後の研究が必要である。 
 

4.2 経時変化予測 

セメント系材料を起源とするコロイドの生成可能性について，まだ具体的知見は乏しく今後の

研究が必要であり，経時変化については予測は困難である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

特になし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
(1) コロイドの移行 

セメント系材料中のコロイドの移行に関しては既存の知見が無く，不確実性を有する。 

(2) コロイドの生成 

既存の研究ではコロイドが生成する場合と生成しない場合がそれぞれ報告されており，確定

した知見が無く不確実性を有する。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

(1) 既知の実験情報について 
既存の研究ではコロイドが生成する場合と生成しない場合がそれぞれ報告されており，確定

した知見が無く不確実性が高い。 
(2) 今後取得される調査データについて 

セメント系充填材の醸成する水質環境中でのコロイド生成可能性及び安定性について，詳細

かつ系統的な調査が必要である。その後，生成するコロイドの核種収着性などのデータが取得

される。 
 

4.4.3 サイト情報に関する不確実性 

サイトの水質条件はセメント系充填材が醸成する水質に影響するため，サイトが未定の段階で

はコロイドの生成に関して不確実性が存在する。 
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ＭＣ－０８：充填材での硝酸塩影響 

 
１．名称 
充填材での硝酸塩影響（MC-08） 

 
２．概要 
主に再処理工程から生じた硝酸塩を含む廃棄物（廃棄物での硝酸塩影響参照）の硝酸塩は地下

水と接触することにより地下水中に溶解し，その結果生じたイオンが人工バリアに達し透水係数

の増加や収着性能を低下させることが懸念されている。充填材の硝酸塩影響は，充填材中の硝酸

塩濃度により影響を受け，充填材中の硝酸塩濃度は，廃棄体からの硝酸塩の溶解，廃棄体，充填

材中の硝酸塩イオンの移流・分散もしく拡散，廃棄体，充填材での硝酸塩の変遷（硝酸イオンは

廃棄体の腐食，廃棄体，充填材の化学的変質，廃棄体，充填材での有機物，微生物影響等によっ

て変化する場合がある）により影響される。また充填材中の硝酸塩影響は，充填材の水理特性及

び充填材における核種の吸着性能に影響する。 
 

３．安全性への影響機構 
廃棄物中に多量に存在する硝酸塩は，地下水との接触により速やかに溶解し，主に Na+と NO

のイオンに分かれる。地下水中の窒素は，酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により様々な化

学形態をとる。 

3
-

処分施設内に多量に存在するセメント系材料により，処分施設周辺の地下水環境は高アルカリ

性環境になると考えられる。高アルカリ環境下で NO3
-が存在した場合には，モノサルフェート相

でのイオン交換により，アニオン核種の Kd が減少する可能性がある。 

またセメント間隙水中に多量に硝酸塩が存在することで条件によってはセメント系材料の変質

が促進される可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水中における窒素の存在形態 
地下水中における窒素は，地下水の酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により，図 1 に示す

様に液相：NO3
-，NO2

-，HNO2，NH4
+，NH4OH（ＮＨ３aq），気相：N2O，NO，NH3 といった様々な化学形

態をとりうる1)。このうち処分環境である低 Eh 高 pH の状態では，NH3や NH4OH（NH3aq）が安定系

となる。実際に密閉されたガラス容器を用いて炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ，低 Eh 高 pH

条件で 1～6ヶ月程度保持した実験では NO3
-の変遷生成物として NO2

-，NH4OH（NH3aq）が確認でき，

それ以外の化学形態は確認できなかった。また，NO2
-は中間生成物であり，その濃度は反応期間

が長くなるにつれて減少し， 終生成物として NH4OH（NH3aq）が増加する傾向にあった。 

鉄共存下における窒素の化学形態については，嶺ほか2)により硝酸ナトリウム濃度 10-3～

100mol/L，鉄添加量（還元鉄，線状炭素鋼，粉末炭素鋼のいずれか）0.026～117g/Ｌの範囲の試

験が実施された結果，炭素鋼では硝酸イオンからの変遷が確認できなかったことを報告している。 

なお窒素には図 2 に示す様に有機系窒素形態があり，これらは環境中の動植物や微生物が関与

する3)。微生物が酸素の代わりに NO3
-を用いて有機物を分解する（脱窒と呼ばれる）ことにより硝
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酸や亜硝酸が窒素に還元される。脱窒能を有する細菌は 20 属以上が知られており4)，農地や土壌

表層や植物の根に多くの脱窒菌が存在する。処分環境である還元性環境下で活動する脱窒菌は，

酸素濃度が低い条件下で硝酸や亜硝酸を電子受容体として利用する。ただし脱窒菌の影響や脱窒

反応自体は土壌や肥料の分野で多くの研究例があるものの地下深部の環境での研究例は見当たら

ない。 

TRU 処分施設環境下における窒素の化学形態については，明らかとされておらず現在において

も試験研究が続けられている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 窒素起源の無機化学形態の Eh-pH equilibrium diagram1) 

 

図 2 動植物に関連する窒素の流れ 3) 
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4.1.2 セメント系材料の変質 

硝酸塩が共存する高アルカリ性環境下でのセメント系材料の変質に関しては，硝酸ナトリウム

水溶液中にセメントペーストを浸漬させた試験等5)によって，セメント系材料中のモノサルフェ

ート相（3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O で代表される固相）中の SO4
2-が NO3

-に置換することによる硝

酸塩型のモノサルフェート相（3CaO・Al2O3・Ca(NO3)2・12H2O にて代表される固相）の生成が確認

されている。 

一方，1mol/L 硝酸ナトリウム水溶液を用いた通水実験6）によると，NaNO3 溶液を通水した試料

の流出液の Ca 濃度は，透水初期に急激に増大し，NaNO3溶液を通水した積算液固比 90 までは約

30～32mmol/L で推移している。一方，ブランクでは初回のみ低く，積算液固比 150 まで約 22mmol/L

と Ca(OH)2の飽和濃度に近い値で推移した。NaNO3溶液を通水している期間の Ca 濃度は，水に対

する Ca(OH)2の飽和濃度より高い Ca 濃度であることが確認されている。NaNO3溶液を通水したケ

ースでは，通水液をイオン交換水に換えた直後に約 22mmo/L まで低下し，その後は積算液固比の

増加とともに徐々に低下した。ブランクでは，積算液固比 150 以降から積算液固比の増加ととも

に徐々に低下した。NaNO3溶液を通水した試料では，ブランクより小さな積算液固比で Ca 濃度が

低下し始めている。NaNO3溶液を通水したケースでは，ブランクの1.5倍程度高いCa濃度でCa(OH)2

が溶解したために，ブランクよりも早い時期に Ca(OH)2 が消失したと考えられている。 

NaNO3溶液を通水した流出液の Si 濃度は，積算液固比 180 以降に徐々に増大し，ブランクでは

積算液固比 240 以降に増加している。試験終了時の積算液固比 500 では NaNO3溶液を通水した方

がブランクより高い濃度となった。 

NaNO3溶液を通水した試料の流出液の SO3濃度は，通水初期はブランクに比べ非常に高い濃度で

あった。これは固相の評価結果からも明らかとなったとおり，SO4
2－が NO3

－に置換され放出された

ためであると考えられている。 

NaNO3溶液を通水した試料の流出液の NO3
－濃度は，初回採取の液のみ 800mmol/L と通水液より

低い濃度となったが，その後は積算液固比 90 までは通水液と同じ 1000mol/L に近い濃度で推移し

ている。これは，通水初期においてアルミネート相などの SO4
2－と NO3

－が置換したことにより NO3
－が一部固相に固定された影響であると考えられる。イオン交換水に切り替えた後は急激に低下

し，それ以降は定量下限以下まで低下している。 

硝酸塩によるセメント系材料の Ca の溶脱促進は，イオン強度上昇による活量係数の変化により

説明することができ，促進の大きさは 大で 1.5 倍程度である。また，変質に伴って生成する 2

次鉱物も，イオン交換水及び降水系地下水による変質と同様であることから，従来のモデルにお

ける解析が可能と考えられる。 

さらに，Ca の溶脱に伴って，C-S-H に対する核種の収着特性が変化することが指摘されている。

これについては，充填材の化学的変質（MC-04），廃棄体の化学的変質（WC-04）などの項で述べる。 

以上のように，セメント系材料中において，硝酸イオンが多量に存在する場合， 硫酸イオン部

分が硝酸イオンで置換された硝酸塩型のモノサルフェート相の生成までは明らかになったが， セ

メント水和物の変質が促進されるかどうかについては結論がでていない。また， 様々な核種の移

行に関わるパラメータへの影響については， 完全に解明されたとは言えない。 
 

4.1.3 セメント系材料の拡散， 吸着性能に対する影響 
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TRU 廃棄物処分概念検討書7)では， セメント系材料中のモノサルフェート相がアニオン核種の

主な吸着サイトであると考えられている。高濃度の硝酸イオンによって，モノサルフェート相中

の SO が NO に置換することにより吸着サイトの状態が変化し，アニオン核種の Kd が低下する

可能性を示した8)。しかしながら，硝酸塩の共存下における核種の拡散，収着現象に関する試験

研究は少なく，このため収着試験が実施されている。 

4
2-

3
-

 

 
4.2 経時変化予測 

廃棄物中に多量に存在する硝酸塩は，地下水との接触により容易に地下水中に溶出する。溶出

した硝酸イオンは，酸化還元電位，pH，微生物，鉄の存在等により様々な化学形態をとり，廃棄

体より充填材中に移行する。充填材中では，セメント水和物の変質，溶解，沈殿反応が生じ，そ

の結果としてセメント系材料中の空隙率が変化したり，吸着性能が低下する可能性があるが，そ

れらの反応の経時変化に対しては明らかではない。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP の概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ 充填材中での硝酸イオンの化学形態 
・ 硝酸塩共存下における微生物活動と硝酸イオンの化学形態に対する影響 

 

4.4.2 当該 FEP のデータに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 硝酸塩共存下におけるセメント系材料の変質に対する影響 
・ 鉄等の影響による硝酸塩の化学的変遷によって生じる硝酸塩起源物質に対する評価（も

し生成量が大きい場合には，セメント材料等への影響についても検討が必要） 
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ＭＣ－０９：充填材での硫酸塩影響 
 
１．名称 
充填材での硫酸塩影響（MC-09） 

 
２．概要 
主に余裕深度処分対象廃棄物（廃棄物での硫酸塩影響参照）である硫酸塩を含む廃棄物の硫酸

塩は地下水と接触することにより地下水中に溶解し，その結果生じたイオンが人工バリアに達し，

その性能を低化させることが懸念されている。 
充填材での硫酸塩影響としては，硫酸イオンとセメント鉱物との反応によりエトリンガイトが

生成されることによるひび割れの発生が考えられる。セメント系材料のひび割れの発生は充填材

の透水に寄与する空隙量を増加させる可能性がある。その結果充填材の水理特性と物質移行特性

が影響を受ける。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
硫酸塩を含む廃棄物に地下水が接触することにより硫酸塩が溶解し，硫酸イオンを生じる。硫

酸イオンは，処分施設内の水理・物質移行現象によって充填材内に移行し，セメント鉱物と反応

しエトリンガイト（C3A･3CaSO4･32H2O，C は CaO を示す）を生成する。エトリンガイトは，硫酸イ

オンが少量の場合はセメント系材料内の空隙を狭める可能性もあるが，一方で硫酸イオンが多量

に存在する場合にはセメント系材料にひび割れを生じる要因となる。セメント系材料中のひび割

れの増加は，透水に寄与する空隙量を増加させ，充填材の透水係数，拡散係数を変化させる可能

性があり，その結果核種の移流，分散，拡散に影響する可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
通常，セメント系材料はその水和過程で水酸化カルシウム（Ca(OH)2）を遊離するため，充填材

中の間隙水のpHは 12～13となる。水酸カルシウムは硫酸イオンと反応して二水石膏（CaSO4・2H2O）

を生成する。生成した二水石膏は，セメント系材料の細孔内で Ca2+と SO4
2-に解離し，SO4

2-はモノ

サルフェート相や未反応のアルミン酸カルシウムと反応しエトリンガイトを生成する。エトリン

ガイトの生成に関しては，OPC モルタルや B 種高炉スラグセメントを Na2SO4水溶液に浸漬させた

試験研究が報告されている1)2)3)4)。 

エトリンガイトは，硫酸イオンが少量の場合はセメント系材料内の空隙を狭める可能性もある

5）が，一方ではセメント系材料にひび割れを生じる要因となる 6）。エトリンガイトの生成量は，

硫酸イオン濃度及びセメント系材料中のカルシウムアルミネート（C3A）の含有量に依存する。 
 

4.2 経時変化予測 

硫酸イオンの存在によるエトリンガイトの生成については試験研究やセメントの劣化挙動を連

成させたモデル化が実施されているが，エトリンガイトの生成量とセメント系材料の劣化状態の

関係については明らかとなっていない。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

硫酸イオンの存在とエトリンガイトの生成という観点で言えば，例えば林ほか5)6)は 80 年程度

経過した浄水場や 30 年程度経過した用水路から採取したコンクリート試料を調査した結果，両者

の地下水には硫酸イオンが存在し，また試料中の Ca が希薄な領域の空隙内にエトリンガイトが充

填していることを確認している。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ エトリンガイトの生成量と充填材の変質状態の関係 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし 
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ＭＣ－１０：充填材でのガスの発生と影響 

 
１．名称 

充填材でのガスの発生と影響（MC-10） 

 
２．概要 

地下水の放射線分解，廃棄体から漏出した有機物の分解等により，充填材からガスが発生する。

ガスが発生することにより内部圧力が上昇し，汚染水が排出される可能性がある。また，ガス圧

により，充填材，施設あるいは周辺岩盤を破壊する可能性がある。さらに，ガス透気経路が生成

された場合は，放射性ガスの移行が促進される可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
充填材および廃棄体領域でガスが発生し，蓄圧された場合，処分施設の安全性に対して以下

のような影響を及ぼす可能性がある。 

・ 人工バリアの内側と外側で圧力勾配が生じ，人工バリア内の放射性核種を含有する間隙

水が早期に放出される可能性がある。 

・ 人工バリア及びニアフィールド岩盤が力学的に許容できる圧力を越えた場合，人工バリ

ア及びニアフィールド岩盤が破壊され，例えば卓越的な経路が発生して核種の漏出が促

進される可能性がある。 

・ ガス透気経路が生成された場合は，放射性ガスの移行が促進される可能性がある。また，

発生したガスが気泡化し，それに放射性核種を含むコロイドが吸着し，上方へ移動する

ことにより，放射性核種の移行が促進される可能性がある。 

・ ガスが蓄圧した処分場に，人間が侵入し，燃焼性ガスや放射性ガスが急激に放出される

可能性がある。 

・ ガスによる化学的な作用で人工バリアが変質し，核種の漏出が促進される可能性がある。

一方，発生した H2による還元性の向上で放射性核種の溶解度が低減する可能性もある。 
 

3.2 安全性への影響度合 

処分施設内のガス発生量が，ガスが間隙水に溶解して処分施設外へ散逸する量を上回る場合は，

処分施設内が蓄圧され，処分施設が有する核種の移行遅延機能に上述のような影響が顕在化する

可能性がある。また，影響の大きさは処分施設のデザイン，施設を構成する材料の透気特性等に

より異なる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

4.1.1 ガス発生 
充填材においては，以下のようなガス発生メカニズムが考えられる。 

・ 廃棄体から漏出したセルロースやビチューメンなどの有機物による微生物分解によるH2，

CH4，CO2等の発生 
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・ 間隙水及び有機材料の放射線分解による H2等の発生 

・ α崩壊による He ガスの発生 

微生物による有機物からのガス発生速度は，微生物の種類，有機物の種類，酸素濃度，ｐＨ，

微生物のエネルギー源，微生物に対する有毒物質の存在等に依存する。また，高ｐＨ環境下では

微生物の活動が低下するとの報告 1)もあるが，処分環境には多種多様な微生物が存在すると考え

られるため，現状では有機物からのガス発生は完全に否定できないと考えられる。 

放射線分解によるガス発生は，放射能濃度が高い処分施設閉鎖の初期段階で も寄与が大きく

なると考えられる。放射線分解によるガス発生速度は，間隙水の吸収線量，および水素ガスのＧ

値（放射線エネルギー100eV あたりで生成する数）により推定することが可能である。ただし，

閉鎖された系であれば水素ガスは同様に放射線分解により発生した他の活性種と再結合し，水素

ガスの発生速度は小さくなる。 

α線によるガス発生量は，α崩壊する放射性核種の量とその崩壊定数より推定可能である。 
 

4.1.2 人工バリア間隙水の早期放出 

人工バリア内の蓄圧の評価を行うためのモデルは，気・液２相流モデルが一般的である。第 1

次 TRU レポート 2)では，ＴＲＵ廃棄物地層処分の処分概念に対して Darcy２相流モデルにより２

次元解析を行い，処分施設内の飽和度，間隙圧力，排出水量の経時変化を評価している。ガスの

移行挙動に関するパラメータは，ガス圧の影響が顕在化する時期はセメント系材料の化学劣化よ

りも早いと想定し，健全な状態にあるセメント系材料の透過係数や毛管圧のデータを採用してい

る。その結果，ガス圧による間隙水の排出量は，ガスの影響を考慮しない場合の流出水量と比較

して大きく，核種移行に有意な影響を及ぼす可能性が示唆されている。 

 
4.1.3 ガス圧による人工バリアの破壊 

ガス発生源が透気性の低いベントナイト等に囲まれている処分概念の場合は，人工バリア内の

圧力が上昇し，人工バリアを破壊するおそれがある。 
 

4.1.4 放射性ガスの移行促進 

発生したガスに伴い放射性ガスも放出され，C-14, I-129, Se-79, Rn-222 といった揮発性あるい

はガス状の核種の移行が促進される可能性がある。しかしながら，人工バリアにおいてこれらの

核種がどの程度の割合で揮発しているかについては知見に乏しい。また，核種の移行モデルにつ

いても詳細な検討事例はない。 
 

4.2 経時変化予測 

該当無し。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
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有機物からのガス発生速度は，微生物の栄養源の量，温度，ｐH 等の環境条件の度合いの影響

を受ける。これらの因子のメカニズムが必ずしも明確になっていないため，たとえこれらを考慮

したモデルを使用しても不確実性は存在する。放射線分解によるガス発生速度は，放射線源とな

る廃棄体との位置関係，間隙水組成等に依存する。 

ガス移行モデルにおいては，気・液２相流モデルを用いているが，気・液２相流＋力学連

成モデル 3)による評価や，巨視的な破壊モードの検討について未実施である。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

セメント系材料に対するガスの移行特性に関するデータについては，十分に取得されていると

は言い難い状況にある。また，現状では廃棄体・充填材領域は，健全な状態にあるセメント系材

料の透過係数や毛管圧のデータを採用しているが，廃棄体と充填材の界面や充填材中における亀

裂の発生等により，設定しているよりも透気性が高い可能性がある。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 嶺達也，三原守弘，大井貴夫（2001）：脱窒細菌のアルカリ性及び還元環境下での耐性に関す

る実験的研究, JNC-TN-8430-2000-009. 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[3] Olivella, S., Gens, A., Garrera, J. and Alonso, E. (1996):Numerical Formation for a 

Simulator (CODE BRIGHT) for the Coupled Analysis of Saline Media,Engineering 

Computations. 13(7), 87-112. 
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ＭＣ－１１：充填材での塩の蓄積 

 
１．名称 
充填材での塩の蓄積 (MC-11) 

 
２．概要 
閉鎖後初期の温度勾配存在下では，充填材のうち発熱性廃棄体に接する近傍で局所的に塩が蓄

積する可能性がある。塩が蓄積しうる理由としては，①熱源周囲での地下水の蒸散による濃縮現

象と，②塩の溶解度の温度依存性（例えば gypsum 等の硫酸塩は温度が高いほど溶解度が小さいた

め，熱源周囲で沈殿しやすい）が指摘される。 

塩が蓄積する場合，局所的な化学環境変化をもたらしうるとともに，空隙を閉塞するなど，場

の空隙特性（空隙率，空隙構造）を変化させることが考えられる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
塩の蓄積の駆動力となっているのは発熱性廃棄体に起因する温度勾配であり，この現象の対象

となりうる廃棄体は，ハル・エンドピースのように，付着燃料や放射化生成物が多い廃棄物であ

る。したがって，この現象を見出す可能性があるのは，これらの廃棄体を収納する充填材に限定

されるものと考えられる。 
塩の蓄積による局所的な化学環境変化については，間隙水性状の局所的な変化に起因する種々

の影響，例えば核種の溶解度・収着分配係数等核種移行パラメータの変化，容器の腐食挙動など

に影響を及ぼしうる。また，塩の蓄積による空隙の閉塞は，水理特性，物質移動特性に影響を及

ぼしうる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
塩の蓄積現象について，充填材に特化した試験研究は散見されない。 

緩衝材への影響を狙った試験としては，海水条件，温度勾配下で塩の蓄積が生じうることを確

認した実験室規模の試験 1)，gypsum の生成を実際に観測した Aspo HRL での in situ 試験 2)等が指

摘できる。 

充填材に用いられるセメント系材料の場合，地下水との反応による自律的変遷の過程において，

温度勾配の存在とは無関係に（塩を含む）様々な種類の 2 次鉱物の沈殿・溶解を生じることがも

ともと想定されている。このようなセメント系材料に不可避的に生起する 2 次鉱物の沈殿・溶解

現象に比べれば，本ＦＥＰが意味する温度勾配下での塩の蓄積現象は，例え起こったとしても，

その影響範囲，継続期間のいずれの面においてもより限定的であると考えられる。 
 
4.2 経時変化予測 

塩の蓄積を促進する要因は温度勾配であり，一方これを阻害する要因は地下水の供給（再冠水）

である。したがって，塩の蓄積が生じうるのは，温度勾配が有意に存在しており，かつ再冠水前

後の期間に限定される。 
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極端な条件を想定しなければ，上記期間は数十年～数百年程度と推測される。しかしながら，

ひとたび塩が蓄積した場合，①塩が空隙を閉塞→②地下水の浸入を抑制→③熱の逃散を抑制→④

塩の蓄積を促進といった正のフィードバックループも想定しうるため，塩の蓄積が長期化する可

能性もある。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

岩塩中にしばしば観測される炭酸塩（主に石灰岩とドロマイト），硬石膏，あるいはそれらの互

層の形成過程 3)は，再冠水時における塩の蓄積プロセスに類似しているものと考えられる。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
経時変化予測の項にて指摘したように，閉鎖後の熱－水－化学連成現象について， 終的には

地温・地下水飽和・塩が溶解した状態に終息するとしても，そこに至るまでのプロセス詳細につ

いては，なお不確実性が残っているものと考えられる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

再冠水解析に必要となるデータ（ガス透過係数等）や，水化学解析に必要となるデータ（平衡

定数，安定度定数，エンタルピー等）については，なお不確実性が残っているものと考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] Karnland, O. and Pusch, R.(1995): Cementation Phenomena of Importance for the 

Performance of Smectite Clay Buffers in HLW Repository, Radioactive Waste Management 

and Environmental Remediation, ASME. 

[2] Karnland, O., Sandén, T., Johannesson, L-E, Eriksen, T., Jansson, M., Wold, S., 
Pedersen, K., Rosborg, B.(2000): Long Term Test of Buffer Material Final Report on 

the Pilot Parcels, SKB Technical Report 00-22. 

[3] 例えば，Selley, R.C.(1976): An Introduction to Sedimentology, Academic Press. 
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ＭＲ－０１：充填材での核種の崩壊・生成 

 
１．名称 

充填材での核種の崩壊・生成（MR-01） 

 
２．概要 

充填材では，廃棄体から漏出した放射性核種が崩壊し，娘，孫核種が生成する。これにより，

充填材中の核種のインベントリや同位体分率が時間と共に変化する。 
核種の崩壊・生成は放射線の発生を伴うため，そのエネルギーが充填材に吸収された場合には

放射線損傷を，充填材間隙水に吸収された場合には水の放射線分解による間隙水性状の変化を，

それぞれもたらす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 核種移行への直接的な影響 
核種の崩壊・生成に伴うインベントリ及び同位体分率の経時変化は，第一に，核種移行解析

におけるソースの経時変化として重要である。さらに以下のパラメータについても，インベン

トリ及び同位体分率の経時変化が影響する。 

溶解度は溶液中の濃度限界として元素毎に規定されるパラメータであり，同位体による分配

を考慮する必要がある（例えば，241Am と 243Am 等）ことから，インベントリの経時変化のみなら

ず同位体分率の経時変化も重要である。収着分配係数については，線形の isotherm の場合には

常に一定としうるが，非線形の isotherm の場合にはインベントリの変化に応じて収着分配係数

も変化することから，インベントリの経時変化が重要である。特に，非線形収着機構が収着容

量から説明される場合には，溶解度の場合と同様に，同位体分率の経時変化も重要となる（収

着容量に対する同位体分配）。 

 
3.2 放射線による影響 

核種の生成・崩壊に伴って発生する放射線（α線， β線，γ線，中性子線）が及ぼす影響と

して，以下が考えられる。 

・ 固体の放射線照射では，結晶格子中の原子がはじきだされ，格子に空孔が残り，空孔の

移動によるボイド生成や形状変化等に起因する物理化学的特性の変化がもたらされる。

このような放射線損傷により，充填材の特性が変化する可能性がある。 

・ 充填材の間隙水に放射線が照射されると，水の放射線分解により間隙水性状の変化

（pH/Eh 変化，ガス発生等）をもたらされる可能性がある。地下深部の還元性雰囲気は処

分の安全性にとって好ましい状況であることから，水の放射線分解による影響の中でも

特に，H2O2等の生成酸化種が残存して酸化性雰囲気を形成する可能性が懸念されている。 

・ 有機物については，放射線を照射されると放射線分解により低次の有機物に分解する可

能性がある。 

・ 放射線により廃棄体での微生物活動は一般に不活性化する。 
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3.3 崩壊熱の影響 

放射性壊変に伴う崩壊熱の発生は，処分施設での主要な熱源の一つである。崩壊熱の発生は

充填材及び周辺の温度を変化させ，人工バリア内の様々な現象に影響を及ぼす可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
核種の崩壊形態，および崩壊定数等に関する知見については，いくつかの既往文献 1), 2), 3), 4) 

が利用できる。 

 
4.2 経時変化予測 

充填材中の核種の崩壊・生成の経時変化は，同領域を対象とした核種移行解析の支配方程式

中の崩壊・生成項として考慮される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

核種の崩壊のような核物理現象については比較的良く理解されており，主要核種の崩壊定数

についても信頼性の高いデータが整備されているものと考えられる。 

 

＜参考文献＞ 
[1] Croff,A.G. (1980) : A User’s manual for the ORIGEN2 computer code, ORNL/TM-7175, 

Oak Ridge National Laboratory. 

{2} Firestone, R.B. & Shirley, V.S. (1998) : Table of Isotopes, 8th edition. John Wiley 

& Sons. 

[3] ICRP (1996) : Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of 

Radionuclides : Part 5. Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients. 

ICRP PUBLICATION 72. 

[4] 河合勝雄，外川織彦，山口勇吉，須賀新一，沼宮内たか雄 (1990)：電離放射線防護関係

法令に準拠するためのアクチニド元素に関する単位摂取量当りの預託実効線量当量率の

一覧表（JAERI-M 87-172 補遺），JAERI-M 90-22． 
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ＭＲ－０２：充填材間隙水での放射線分解 

 
１．名称 

充填材間隙水での放射線分解（MR-02） 

 
２．概要 

透過γ線あるいは移行してきた核種の崩壊に伴う放射線による充填材間隙水の放射線分解は，ガス発

生や酸化性雰囲気の形成など，充填材近傍の化学環境の変化をもたらす可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

水の放射線分解により，次のようなプライマリー生成物が生成する。 

H2O･･･→e-aq，OH，H，H2O2，H2，H+ 

これらの化学種は充填材間隙水において種々の生成・消滅反応を繰り返しながら，次第に比較的安定

な 終生成物に終息する。一般に 終生成物にはH2，H2O2，微量のO2などが含まれる。 

このうち H2は還元剤として，H2O2は酸化剤としてそれぞれ作用するが，H2がガスとして散逸したり，

相対的に早い速度で液相中を移行したりした場合，残留したH2O2によって酸化性雰囲気が形成される可

能性が指摘されている 1)。充填材間隙水が酸化性雰囲気となった場合，隣接する廃棄体の金属容器や鋼

製構造躯体の腐食を促進する可能性がある。また，酸化還元電位に敏感な放射性元素の存在形態（酸化

状態）が変化することによって，それらの充填材間隙水中での溶解度やセメント系材料への収着分配係

数などに影響を及ぼすことが考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 ガスの発生 

第１次TRU レポート 2)では，廃棄体間隙水の放射線分解によるガスの発生速度は，金属及び微生物腐

食によるガスの発生速度と比較して約１桁低い値であること，また，放射能の減衰にしたがってガス発

生速度も低下し，10年後の累積発生量は金属腐食の約1/300となることを示している。 

したがって，廃棄体よりもさらに外側に位置する充填材間隙水では照射線量がより少ないことから，

放射線分解に起因するガス発生量も極めて少ないことが予想される。 

 

4.1.2 充填材における酸化性雰囲気の形成 

間隙水の放射線分解により生成した酸化性の化学種は水及び溶質との相互作用により活性を失ってい

く。充填材近傍には，金属製容器や鋼製構造躯体が隣接しており，それらの金属の腐食過程に伴い，生

成した酸化種を消費することが考えられる。第１次TRU レポート 2)では，水の放射線分解反応に関する

基礎的なデータと処分場における廃棄体及び間隙水の条件と廃棄体中の放射性核種濃度を用いて，水の

放射線分解の化学反応評価を行っている。鉄イオンの存在を考慮し，廃棄体間隙水のｐＨ及びｐｅに対

する放射線分解の影響を保守的に評価した結果では，水の放射線分解による酸化性雰囲気への影響は少

ないとの結果を得ている。 
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4.2 経時変化予測 

間隙水の放射線分解の影響は，放射能濃度が減少するにつれて次第に小さくなると予想される。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当せず。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

炭酸系，塩素系，窒素酸化物系，鉄イオン系など，共存イオンの種類によって水の放射線分解の反応

機構が異なっており，多種の共存イオンが混合している実際の間隙水性状における水の放射線分解の包

括的な反応機構は必ずしも解明されていない。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

間隙水性状や照射条件など，実際の条件に対応した水の放射線分解に関するデータ（ラジカル等の素

反応の速度定数，G値など）にはまだ不確実性も大きく，また，必ずしも網羅的には整備されていない。 

 

＜参考文献＞ 
[1] Grenthe, I., Puigdomenech, I. and Bruno, J. (1983): The possible effects of alpha and 

beta radiolysis on the matrix dissolution of spent nuclear fuel, KBS TR 83-02. 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU 廃棄物処分概念検討

書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＭＲ－０３：充填材の放射線損傷 

 
１．名称 

充填材の放射線損傷（MR-03） 

 
２．概要 
放射性核種の崩壊に伴う放射線によって，充填材が放射線損傷を受け，それにより充填材の特性が変

化する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
充填材の廃棄体近傍が部分的に放射線損傷を被った場合，その間隙構造や収着特性が局所的に変化

する可能性がある。放射線損傷が甚だしく，亀裂，破壊まで生じるような場合では，力学的特性（廃

棄体の支持），止水性能，低拡散維持性能にも影響を及ぼしうる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
充填材の固化マトリクスあるいはセメントグラウトへの放射線影響については，γ線照射（9-12MG

ｙ）を受けたセメントマトリクスあるいはグラウトの大半は顕著な変化を示していないこと，いくつ

かのサンプルでは，表面の変色が確認されたこと，BFS/OPCのグラウトの場合は削剥，亀裂，破壊が確

認されたことが報告されている1)。 

それに対し，TRU廃棄物の中で放射線量が も大きいハル・エンドピースから受けるセメント系材料

の集積線量は廃棄体表面付近で3MGy程度であると見積もられており2)，その構造に顕著な変化はない

ものと考えられる。それ以外の廃棄体の放射線量は，ハル・エンドピースの100分の１以下である。 

 
4.2 経時変化予測 

TRU廃棄物処分概念検討書2)では，放射線量率が 大のハル・エンドピースの充填材について，同充

填材周辺コンクリートの線量率及び集積線量の経時変化を検討している。ハル・エンドピース充填材

の放射線量率は100年間で約1000分の1に減衰する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし 
 

4.4 不確実性 

該当なし 
 

＜参考文献＞ 
[1] Wilding, C.R., Berghman, K., Donato, A. and Glasser, F.P. (1991): Effects of Radiolysis, 

Radiation Damage and Waste/Matrix Interaction, European Community Conference on 

Radioactive Waste Management and Disposal(3rd) Luxembourg. 
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[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU廃棄物処分概念検討

書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＭＮ－０１：充填材の物質移動特性 

 
１．名称 

充填材の物質移動特性 (MN-01) 

 
２．概要 
廃棄体間の隙間や廃棄体と構造躯体の間には，長期的な形状安定性の維持のために，コストや施工性

などの観点からセメント系充填材が充填されることが考えられている。 
充填材の物質移動特性は，充填材の形状，間隙構造と収着特性および周辺の地下水条件によって決定

される。廃棄体間に存在する充填材は，廃棄体の隙間に存在するため，形状が複雑である。この部分を

「廃棄体間の充填材」と称する。一方，廃棄体と構造躯体の間に厚さを確保して充填した場合には，塊

として核種の移動抵抗になることが期待できる。この部分は特に拡散を抑制する可能性が高いため，こ

こでは廃棄体間の充填材と区別して「拡散バリア」という。 
充填材の間隙構造は，充填材の構成物質のうちの可溶成分の溶出，沈殿，廃棄体からの溶出物質との

化学反応物の生成，応力によるひび割れの発生によって変化する可能性がある。 
非揮発性水溶性の核種や物質の移動に直接関係する特性は，収着，拡散，移流であり，これらの特性

は，充填材の形状，間隙構造，周辺の地下水条件，および収着特性で決定される。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
廃棄体から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，廃棄体間に存在する充填材の領域にはいる。廃棄

体間の充填材については，廃棄物容器や外部容器表面との界面を有し，また，容器の腐食や熱膨張など

種々の応力を受けるが，隙間に存在するものであるため，これらの影響を受けやすい。 

廃棄体と構造躯体の間の拡散バリア部分については，塊として存在し，内部に鉄筋などの腐食膨張の

可能性があるものも含有しないことから，廃棄体の腐食膨張や外側からの応力によって一部にひび割れ

などが生じるかもしれないが，その他の部分については塊として存在し，核種の移動抵抗となりうる。 

拡散バリア領域の核種の移行過程は，ひび割れなどの部分の地下水流れによる移流分散と健全部の拡

散であると考えられ，ひび割れの頻度や幅，健全部の拡散特性や収着特性によって支配される。 
廃棄体間の充填材が収着媒体として機能する場合には，廃棄体から漏出した核種の間隙水中濃度を収

着によって低下させるため，充填材領域から外部に移流や拡散で移行する核種のフラックスを低下させ

る。廃棄体間の充填材の収着特性の，この部分からの外部へのフラックスに対する感度は，比較的大き

い場合が多い。感度の大きさは，廃棄体内での収着特性や溶出特性などにも影響される。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
水中に溶解または浮遊した物質の移動のドライビングフォースは，水の流れに伴う移流と溶質の熱運

動とブラウン運動に起因する拡散である。したがって，水中に溶解した物質の移動は，充填材の形状と

間隙構造を厳密にモデル化すれば，移流と拡散および媒体との相互作用を記述することによってモデル

化することができる。 

比較的均一な媒体の場合には，拡散係数，透水係数，分散係数と形状，充填材周辺の地下水条件，お
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よび収着パラメータを定義することによって，物質移動をモデル化することができる。 

しかしながら，廃棄体間の充填材の形状は複雑で，廃棄体容器や外部容器との界面を有し，充填材の

内側と外側からの種々の応力の影響を受けやすいことから，場の状態（形状も含めた間隙構造）をモデ

ル化することが困難である。そのため，六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターの１／２号埋設施設

の線量評価 1) や第 1 次TRU レポート 2) においては，核種の物理的な移動抵抗は考慮せず，収着特性だ

けが考慮されている。この場合，廃棄体から漏出した核種は，廃棄体間の充填材の部分全体に瞬時に広

がると仮定され，その外側の拡散バリアや構造躯体に拡散や地下水流れによって移動する。評価上は外

側の構造躯体まで含めて瞬時に広がると仮定されることもある。 

廃棄体と構造躯体の間の充填材（拡散バリア）については，有意な厚さが存在するため，層としてモ

デル化することができる。ただし，ひび割れの扱いについては課題が多い。廃棄体と構造躯体の間の充

填材（拡散バリア）については，ベントナイト系材料の実効拡散係数が1E-10m2/sのオーダー 3) である

のに対して，セメント系材料の場合には，1E-11m2/s のオーダーの実効拡散係数が得られている 4,5,6) 。

したがって，人工バリア内の地下水流速が小さく，移流による漏出が小さい場合には，人工バリアから

の核種フラックスに対する拡散バリアの感度は大きくなる。一方，移流による漏出が卓越する場合には，

拡散バリアの感度は小さくなる。感度に寄与する因子は，人工バリア内の地下水流量，拡散バリアの実

効拡散係数および健全部の厚さと面積である。 

 

4.2 経時変化予測 

充填材中における物質移動特性は，間隙構造と媒体の収着特性に支配されるものであるため，これら

が変化することによって物質移動特性が変化する。 

間隙構造が変化する要因としては，充填材中の化学成分の溶出，沈殿物の生成，廃棄体からの漏出物

との化学反応物の生成，ひび割れの発生，廃棄体の腐食膨張などがあり，微細な構造の変化よりもひび

割れの発生などのマクロな変化が生じやすいと考えられる。 

間隙構造や収着特性の経時変化を支配するのは，可溶性の化学成分の化学変化，溶解速度，移流拡散

速度，金属腐食速度，熱応力，周辺からの応力であり，長期的な変化は腐食速度や物質の移流拡散速度

に支配される。 

も短期的な変化は熱応力と考えられ，１年以内から数 10 年のオーダーで変化する可能性がある。化

学成分の溶解，沈殿，移流拡散は，数 100 年～数 10 万年以上の期間にわたって徐々に変化する可能性が

ある。金属腐食については，極めて緩慢なプロセスであるが，大気中の鉄筋コンクリート構造物と同様

に鉄筋の腐食によるひび割れが考えられ，これによって物質移動特性が変化する。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

充填材の物質移動特性を対象とした研究はほとんどない。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
廃棄体間の充填材部分に関しては，形状やひび割れ，容器との界面の状態に関して不確実性が大きい

が，収着機能だけを考慮する場合には，収着に全ての充填材が関与するかどうかだけが不確実性として

残される。 
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拡散バリア領域の充填材については，物質移動特性がひび割れなどの影響を受けるが，その発生予測

に関して不確実性があり，物質移動特性の不確実性の大きな要因となる。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

廃棄体間の充填材部分に関しては，形状やひび割れ，容器との界面の状態に関して，不確実性が大

きい。拡散バリア領域の充填材については，物質移動特性がひび割れなどの影響を受けるが，ひび割れ

やひび割れ面に沿った間隙構造の変化に関して不確実性があり，データを取得する際の材料の状態がそ

のまま不確実性につながる。 

 

＜参考文献＞ 

[1] 日本原燃株式会社(1997)：六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター廃棄物埋設事業変更許可申請

書 平成９年１月． 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検討書，

JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[3] 核燃料サイクル開発機構(1999)：わ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次取りまとめ－分冊３ 地層処分システムの安全評価，JNC TN1400 99-023． 

[4] 建設産業調査会：改訂地下水ハンドブック，地下水ハンドブック編集委員会編（1998）． 

[5] 寺島泰，熊木徹(1976)：数種の多孔性材料中における水分子の有効拡散係数，土木学会論文報告集 

第256号，pp.91-94，1976年12月． 

[6] 坂本浩幸ほか(2002)：複合バリア施設の長期性能評価：(3/3)セメント，日本原子力学会「2002年

春の年会」M50，p.712． 
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ＭＮ－０２：核種の移流・分散 

 
１．名称 
核種の移流・分散 (MN-02) 

 
２．概要 
廃棄体間の隙間の充填材については，形状が複雑で間隙構造を評価することが困難であるため，

これまでの評価では物理的な核種移行特性は考慮していない。ここでは，廃棄体と構造躯体との

間の充填材である拡散バリアにおける核種の移流・分散を検討する。 

移流(advection)とは，地下水のマクロな流れによって水中に溶存する物質が移動することを意

味し，分散(dispersion)とは地下水流路におけるミクロな経路の屈曲や，流路の中心と固相近傍

とのミクロな流速の差異，亀裂などによる部分的な流速の不均質性などによって，溶存物質が広

がる現象を総称したものである。溶存物質と固相との相互作用の不均質性や速度論的影響なども

含まれる場合もある。 

拡散バリアにおいては，健全部は透水係数が小さく拡散支配となることが予想され，移流分散

が卓越する可能性は小さいが，ひび割れなどが発生した部分や劣化部については，選択的に地下

水が流れることが予想され，核種移行において移流分散が卓越すると考えられる。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
地下水の浸入に伴って廃棄体から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，廃棄体間に存在する

充填材の領域に移行する。この領域での物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要

なものであり，どちらが卓越するかは，この領域でのミクロな地下水流速によって決まる。 

廃棄体と構造躯体の間の拡散バリア部分については，ひび割れや劣化部がない場合には透水係

数から考えて，移流・分散は小さく拡散支配になると考えられるが，ひび割れや劣化部がある場

合には，緩衝材などの他のバリアの透水特性や境界条件に依存することになる。また，平均的に

は移流・分散は小さく拡散支配になる場合であっても，ひび割れや劣化部については，地下水の

選択的流路になることが考えられるので，移流・分散が卓越する可能性もある。拡散バリア全体

としての移流・分散による核種フラックスが卓越する場合には，拡散バリアによる閉じ込め効果

はあまり期待できないということになる。 

充填材領域の移流・分散によるフラックスを支配するのは，人工バリア全体としての水理特性

と境界条件である。充填材領域を通過する地下水流量が，拡散速度を上回る場合には核種フラッ

クスは地下水流量に比例する。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
地下水の流れによる移流については，一般的に下記の移流分散方程式（簡単のため１次元で示

す）の移流項（右辺第２項）で表現される。 
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C : 間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

D : 媒体中の分散係数 (m2/s) 

ε : 媒体の間隙率 (－) 

Rf : 媒体中の遅延係数 (－) 

V : 媒体中の地下水流速 (m/y) 

S(t,i) : 生成項 (Bq/y) 

一方，分散については，右辺第１項の拡散項で考慮されるのが一般的である。この場合，εD=De+

εαLV として，地下水流速に分散長を乗じた形で与えられ，分子拡散との合計で与えられる。 

地下水ハンドブック 3)には，分散係数の確率統計的手法による予測（図－１）の他に室内試験

（表１），現地試験（図２）による測定結果が示されている。 

 

表１ 分散係数の実験結果 3) 

報告書 媒体 d50(mm) 分散係数 

Rumer 

Rumer 

Harleman・Rumer 

Harleman・Rumer 

東京大学水理実験室 

東京大学水理実験室 

石英砂 

ガラス球 

プラスチック球 

プラスチック球 

砂 

砂 

 1.65 

 0.39 

 0.96 

 0.96 

 2.2 

 0.56 

DL/ �=0.86 Re1.14 
DL/ �=0.63 Re1.14 
DL/ �=0.66 Re1.2 
DL/ �=0.36 Re0.7 
DL/ �=0.85 Re1.40 
DL/ �=3.6 Re1.40 

 

 

16/U3D,6/)ln
4
3(UD TL ll =γ−+σ=  

DL : 縦分散係数 

DT : 横分散係数 

U : 流れの平均流速 

l : 基本流路の長さ 

lnγ : オイラー定数 (0.577) 

σ : 流体粒子が通過する流路数の 頻値で 

  N0=3L0/2l の関数 

L0 : 平均流と共に移動する粒子の進行距離 

 

図１ 分散長を予測する空隙配置の模式図 3) 

(de Josselin de Jong による) 
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図２ 縦分散長と実験スケールとの関係 (Gelhar らによる) 3) 

 

移流については地下水の流量によって決まるが，分散長については種々の現象を包含したもの

であるため，不確実性が大きい。ただし，充填材部分の移行距離は高々１ｍ程度であり，モデル

化において重要な因子とはならない。 

廃棄体間に存在する充填材の領域の核種移行をモデル化することは形状の複雑さから困難であ

るため，六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターの１／２号埋設施設の線量評価1) や第1次TRU

レポート 2) においては，核種の物理的な移動抵抗は考慮せず，収着特性だけが考慮されている。

この場合，廃棄体から漏出した核種は，廃棄体間の充填材の部分全体に瞬時に広がると仮定され，

その外側の拡散バリアや構造躯体に拡散や地下水流れによって移動する。評価上は外側の構造躯

体まで含めて瞬時に広がると仮定されることもある。 

 

4.2 経時変化予測 

充填材中の移流・分散の経時変化は充填材の物質移動特性の経時変化に依存する。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

充填材の移流・分散を対象としたナチュラルアナログ研究はない。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
充填材部分の移流・分散の不確実性は充填材の物質移動特性と地下水の流れに依存する。この

うち，分散長については，ミクロな間隙構造に依存するため，不確実性が大きいと考えられるが，

この領域での物質移動は移流と拡散が支配的になると考えられるので，物質のフラックスに与え
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る影響は小さい。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

充填材部分の移流・分散のうち，移流については，充填材のひび割れの形成や時間的なひび割

れの進展あるいは閉塞の挙動，地下水の流量の影響が不確実性となる。分散については図－２の

ようにばらつきが大きいが，物質のフラックスに与える影響は小さい。 
 

＜参考文献＞ 

[1] 日本原燃株式会社(1997)：六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター廃棄物埋設事業変更許

可申請書 平成９年１月． 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[3] 建設産業調査会：改訂地下水ハンドブック，地下水ハンドブック編集委員会編（1998）． 
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ＭＮ－０３：核種の拡散 

 
１．名称 
核種の拡散 (MN-03) 

 
２．概要 
水中に溶解または浮遊した物質は，水の流れに伴う移流・分散が十分に小さい場合であっても，

溶質の熱運動とブラウン運動に起因する拡散によって移動する。拡散現象は個々の分子レベルで

みた場合にはランダムな動きであるが，全体としては着目する物質の濃度の高い方から低い方向

に移動する。セメント系の充填材の健全部については透水係数が小さく，移流・分散よりも拡散

による物質移行が支配的になる。ひび割れや界面と健全部が混在するバリア全体で見た場合，ひ

び割れなどを経由する移流分散による核種移行が卓越する場合には，健全部への拡散はマトリク

ス拡散と言える状況になり，ひび割れなどを経由した物質移行を抑制する方向に機能するが，ひ

び割れなどを経由する移流分散による核種移行が小さい場合には，健全部の拡散による物質移動

が支配的となる。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
地下水の浸入に伴い廃棄体から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，廃棄体間に存在する充

填材の領域に移行する。この領域での物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要な

ものであり，どちらが卓越するかは，この領域でのミクロな地下水流速によって決まる。 

廃棄体と構造躯体の間の拡散バリア部分については，ひび割れや劣化部がない場合には透水係

数から考えて，移流・分散は小さく拡散支配になると考えられるが，ひび割れや劣化部がある場

合には，緩衝材などの他のバリアの透水特性や境界条件に依存することになる。また，平均的に

は移流・分散は小さく拡散支配になる場合であっても，ひび割れや劣化部については，地下水の

選択的流路になることが考えられるので，移流・分散が卓越する可能性もある。拡散バリア全体

としての移流・分散による核種フラックスが卓越する場合には，拡散バリアによる閉じ込め効果

はあまり期待できないということになる。 

充填材領域の拡散によるフラックスを支配するのは，媒体の実効拡散係数と断面積および外側

での濃度である。充填材領域の外部の物質移動速度が小さい場合には，濃度勾配が小さくなるた

め，拡散によるフラックスは小さくなるが，このような場合には充填材領域の拡散速度は系全体

としてのフラックスの抑制にあまり寄与していないということになる。拡散支配となる条件では，

物質移動のフラックスは拡散係数や断面積に比例し，厚さに反比例する。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
地下水の流れが多少とも存在する条件での物質移動については，一般的に下記の移流分散方程

式（簡単のため１次元で示す）で表現される。このうち，分子拡散による物質移動は右辺第１項

に含められている。 
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C : 間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

D : 媒体中の分散係数 (m2/s) 

ε : 媒体の間隙率 (－) 

Rf : 媒体中の遅延係数 (－) 

V : 媒体中の地下水流速 (m/y) 

S(t,i) : 生成項 (Bq/y) 

右辺第１項は地下水流れがある場合には，分散項を含むものとなるが，流速が小さいとの拡散

項そのものとなり，同時に右辺第２項の移流項も小さくなるので結局(1)式は拡散方程式となる。 

充填材の候補材であるセメント系材料の実効拡散係数の測定例が文献 3～5 などに示されてお

り，1E-11m2/s のオーダーとなっている。 

廃棄体間に存在する充填材の領域の核種移行をモデル化することは形状の複雑さから困難であ

るため，六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターの１／２号埋設施設の線量評価1)や第１次TRU

レポート 2)においては，核種の物理的な移動抵抗は考慮せず，収着特性だけが考慮されている。

この場合，廃棄体から漏出した核種は，廃棄体間の充填材の部分全体に瞬時に広がると仮定され，

その外側の拡散バリアや構造躯体に拡散や地下水流れによって移動する。評価上は外側の構造躯

体まで含めて瞬時に広がると仮定されることもある。 

 

4.2 経時変化予測 

充填材中の拡散の経時変化は充填材の物質移動特性の経時変化に依存する。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

充填材の拡散を対象としたナチュラルアナログ研究はない。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
充填材部分の拡散の不確実性は充填材の物質移動特性のうちの間隙率や間隙構造に依存する。

拡散に関しては現象そのものはよく理解されているため，不確実性は小さいと考えられる。 

4.4.2 データに関する不確実性 

拡散のしやすさを示す拡散係数は，充填材領域の間隙構造の影響をうける 3,4,5)ため，不確実性

が残る。 

 

＜参考文献＞ 

[1] 日本原燃株式会社(1997)：六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター廃棄物埋設事業変更許

可申請書 平成９年１月． 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[3] 建設産業調査会：改訂地下水ハンドブック，地下水ハンドブック編集委員会編（1998）．  

M 充填材-103 
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報告集 第 256 号，pp.91-94，1976 年 12 月． 
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ＭＮ－０４：核種の収着 

 
１．名称 
核種の収着 (MN-04) 

 
２．概要 
充填材領域における放射性核種の存在形態としては、一般に、①移動性成分（通常は溶解性核

種だが、揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と、非移動性の②沈殿成分、③吸着成分が

考えられる。 
核種の収着は固液界面での現象であり、固相である充填材の表面特性と液相である地下水の地

球化学的特性に依存する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
「収着(sorption)」とは、本来、気体または溶液中の溶質が固体表面および内部に取り込まれ

る現象を包括的に示す言葉であり、物理吸着、イオン交換、表面錯体形成、鉱物化等の現象を含

んでいる。これら素現象の駆動力となっているものは、物理吸着では van der Waals 力、イオン

交換では静電ポテンシャル、表面錯体形成では共有結合、鉱物化ではギブス自由エネルギーの不

均衡である。 

収着の程度を定量化する も一般的なアプローチは、分配係数 Kd [m3 kg-1]の導入である。放

射性元素 iの当該固相への分配係数 Kd,i は、固相への収着濃度 Si [mol kg-1]と液相中の濃度 Ci 

[mol m-3]の比として、次のように定義される。 

   
i

i
i C
SKd =      (1) 

分配係数を導入する場合、通常、収着反応が可逆であること、収着反応が平衡状態にあること

を前提とする。さらに、収着する放射性元素の存在量に対して固相側の収着サイトの存在量が十

分に多いことが明らかな場合には線形収着が成立し、分配係数は、放射性元素濃度によらず、常

に一定の固有値として取り扱うことができる。しかしながら実際には、不可逆な収着や 1)、収着

の非線形性が認められる観察事例 2)も報告されている。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

充填材を構成するセメント系材料は良好な吸着媒体のひとつと考えられている。しかしながら、

その鉱物組成・鉱物変遷は複雑であり、その吸着メカニズムが詳細に理解されているわけではな

い。現在、吸着への寄与が大きい鉱物として、その非晶質性のゆえに表面積の大きい CSH ゲル

が示唆されている 3)。 
第１次TRUレポート4)におけるセメント系材料への放射性元素の分配係数設定例を表１に示す。 
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表１ セメント系材料への放射性元素の分配係数設定例 (m3/kg) 

 Region I Region II Region III Region I Region II Region III
pH>12.5 pH=12.5 pH<12.5 pH>12.5 pH=12.5 pH<12.5

C 0.005 1 5 Pb 0.5 0.5 0.05
Cl 0.001 0.001 0.001 Ra 0.05 0.05 0.05
Co 0.1 0.1 0.01 Ac 1 1 1
Ni 0.1 0.1 0.01 Th 5 5 1
Se 0.001 0.001 0.0001 Pa 5 5 1
Sr 0.001 0.001 0.001 U 5 5 1
Zr 1 1 0.1 Np 5 5 1
Nb 1 1 0.1 Pu 5 5 1
Mo 0.001 0.001 0.0001 Am 1 1 1
Tc 1 1 0.1 Cm 1 1 1
Pd 0.1 0.1 0.01
Sn 1 1 0.1
I 0.001 0.001 0.0001

Cs 0.001 0.01 0.01
Sm 1 1 1

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

セメント系材料の経時変化を Region I -> III 5)と分類し、それをｐH 区分と対応させている。

Region I 及び II については、原則として既往の設定事例 6)あるいは実験事実 7,8)を基に設定して

いる。Region III については、これに対応する実測値はほとんど存在しないことから、原則的に

次のいずれかの方法で分配係数を設定している。 

・ セメント系材料における主要な吸着サイトをセメント水和物の CSH ゲルと想定する。さら

に、Region I,II に比べ Region III では CSH ゲルの残存量が 1／10 になっていると仮定し

て、分配係数値も Region I,II の 1／10 に設定する。 

・ Region III では骨材に対する吸着も重要であると考え、pH9 程度の条件下での石英への吸

着の実測値を引用する。 
 
4.2 経時変化予測 

分配係数の経時変化は、間隙水性状の変化と固相の化学特性変化とに分解して考えることがで

きる。 

間隙水は、ごく初期段階では高温かつ酸化性雰囲気となっている可能性があり、液相中での核

種の存在形態が異なるために、還元性を仮定した場合の通常の分配係数とは全く異なる可能性が

ある。 

還元性に復帰した後は、ＴＲＵ地層処分、余裕深度処分に特徴的なセメント系材料の影響、す

なわちｐＨの影響が顕著である。使用されるセメント系材料の仕様にも依存するが、一般にセメ

ント系鉱物の自律的変遷に応じて、間隙水のｐＨも高アルカリから中性領域に経時的に変化する

ことが指摘されており、このｐＨ変化に応じて、放射性元素の speciation が変化するとともに、

表面錯体による吸着の場合、表面吸着サイトの解離状態も変化する可能性がある。 

一方、固相側の化学的特性の経時変化としては、セメント系材料の自律的変遷に伴う鉱物変遷

の影響が顕著であり、複数の吸着サイトの生成・消滅が経時的に進展する。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ 収着平衡の成否 

・ 線形収着／非線形収着 

・ 経時変化を含む収着サイトのキャラクタリゼーション 

・ 収着サイトへの収着のメカニズム 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 海水条件下での分配係数 

・ 分配係数の温度補正 

 

＜参考文献＞ 
[1] Khan, S. A. et al.(1994): Sorption of cesium on bentonite, Waste Management, Vol.14, 

No.7, pp.629-642. 

[2] 福井正美(1994)：各種測定法による溶質の Kd 比較、京都大学原子炉実験所「天然バリア

Kd」専門研究会報告書, KURRI-KR-44, pp.191-196. 
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[8] Kulmala, S. and M.Hakanen, M.(1993): The Solubility of Zr, Nb and Ni in Groundwater 

and Concrete Water, and Sorption on Crushed Rock and Cement, Report YJT-93-21(1993).
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ＭＮ－０５：核種の沈殿・溶解 

 
１．名称 
核種の沈殿・溶解 (MN-05) 

 
２．概要 
充填材領域における放射性核種の存在形態としては、一般に、①移動性成分（通常は溶解性核

種だが、揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と、非移動性の②沈殿成分、③吸着成分が

考えられる。 
間隙水中の核種濃度の上限値が溶解度であり、これを越えた場合、 終的には化学平衡が成立

して核種の沈殿固相を形成する。移流あるいは拡散によって核種が移動し、液相の核種濃度が減

少した場合、ひとたび形成された沈殿が再溶解する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
沈殿・溶解プロセスの駆動力となっているものは、当該元素の固液２相間での熱力学エネルギ

ーの不均衡である。沈殿・溶解の化学反応両辺におけるギブス自由エネルギーG の大小関係によ

って、沈殿反応あるいは溶解反応が卓越することとなる。通常は、反応自由エネルギー⊿G がゼ

ロとなるような状態、すなわち沈殿速度と溶解速度が見かけ上均衡した化学平衡の状態を仮定す

る。しかしながら実際には、平衡状態に達するまでに多くの時間を要する場合もありうる。 

移動性の液相核種濃度の上限値を制限する点において、溶解度は性能評価上重要なパラメータ

のひとつとなりうる。特に、廃棄体周囲での物質移動が拡散によって支配される場合、移動の駆

動力となる濃度勾配をより小さく保つことができるので、核種の沈殿現象は物質移行抑制機能と

しても重要である。 

セメント系材料を主要な構成物としている点において、廃棄体領域と充填材領域とは化学的な

特性は類似しており、化学的プロセスである溶解・沈殿現象も同様の挙動となる。したがって、

当該ＦＥＰ「充填材における核種の溶解・沈殿」に関する記述は、ＦＥＰ「廃棄体における核種

の溶解・沈殿」での議論をほぼ踏襲することができる。あえて相違点を指摘するとすれば、「廃棄

体における核種の溶解・沈殿」の方が、 

・ 熱影響が顕著 

・ 廃棄体に含有される種々の「擾乱性物質」（硝酸塩、有機物等）による影響が顕著 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 溶解度設定の一般論 
溶解度は、温度、ｐＨ、Ｅｈ、イオン強度、共存イオン濃度といった間隙水性状に依存する。

指定された間隙水性状において適切と考えられる溶解度制限固相が指定できれば、PHREEQE 等の

地球化学計算コードによって、当該元素の溶解度を評価することができる。性能評価に用いる溶

解度は、このようにモデル評価された溶解度と試験による実測値とを勘案しながら設定される。 

初期インベントリがそれほど多くはないＴＲＵ地層処分、余裕深度処分の場合、溶解度制限に

M 充填材-108 



 

達するのは、ウラン等一部の元素に限定される。また、ヨウ素、セシウム等可溶性の元素では沈

殿を生じ得ないため、溶解度は物質移行抑制には寄与しない。 

 
4.1.2 溶解度設定例 

第 1 次 TRU レポート 1)におけるセメント系材料の間隙水中での溶解度設定例を表１に示す。 

 
表１ セメント系材料の間隙水中における溶解度設定例 (mol/L) 

 Region I Region II Region III Region I Region II Region III
pH>12.5 pH=12.5 pH<12.5 pH>12.5 pH=12.5 pH<12.5

C 7.E-08 7.E-05 1.E-05 Pb 溶解性 3.E-04
Cl 溶解性 Ra 1.E-06 1.E-06 1.E-06
Co 2.E-04 3.E-05 2.E-06 Ac 3.E-09 4.E-09 4.E-09
Ni 2.E-04 3.E-05 2.E-06 Th 6.E-10 7.E-10 8.E-10
Se 2.E-06 2.E-06 2.E-06 Pa 2.E-08 2.E-08 2.E-08
Sr 1.E-04 1.E-04 1.E-04 U 1.E-08 1.E-08 1.E-08
Zr 2.E-05 4.E-06 2.E-07 Np 5.E-09 5.E-09 6.E-09
Nb 溶解性 Pu 1.E-10 1.E-10 1.E-10
Mo 1.E-03 1.E-03 1.E-03 Am 2.E-09 3.E-09 9.E-09
Tc 4.E-08 4.E-08 4.E-08 Cm 2.E-09 3.E-09 9.E-09
Pd 3.E-07 3.E-08 7.E-09
Sn 5.E-01 4.E-01 3.E-03
I 溶解性

Cs 溶解性
Sm 3.E-09 4.E-09 4.E-09

Region I : 計算上はpH=13.2として評価
Region II : 計算上はpH=12.5として評価
Region III : 計算上はpH=11.1として評価

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セメント系材料の経時変化を Region I -> III 2)と分類し、それをｐH 区分と対応させている。

原則として、地球化学平衡計算による算出値を用いており、熱力学データベースには JNC-TDB を、

計算コードには PHREEQE 3)を用いている。同データベースでサポートされていない元素について

は実験結果、化学的類似性を考慮して設定している。 

 
4.1.3 TRU 地層処分で沈殿生成しうる放射性元素 

第 1 次 TRU レポート 1)と同等の条件下における定置領域内（廃棄体＋充填材）での沈殿生成の

挙動を図１に示す。 
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図１ 主要な放射性元素の定置領域間隙水中濃度 
 

これはレファレンスケース、結晶質岩系岩盤、廃棄体グループ２（ハル等）の場合の評価結果

である。溶解度制限の条件、すなわち定置領域内で沈殿が生成している放射性元素は、以下の通

りである。 

Tc, Pd, U, Np, Pu, Am 
 
4.2 経時変化予測 

溶解度の経時変化は、間隙水性状の変化にほぼ置き換えて考えることができる。 
ごく初期段階では、高温かつ酸化性雰囲気の間隙水性状となり、還元性を仮定した通常の溶解

度や溶解度制限固相とは全く異なる可能性がある。 
還元性に復帰した後は、ＴＲＵ地層処分、余裕深度処分に特徴的なセメント系材料の影響、す

なわちｐＨの影響が顕著である。使用されるセメント系材料の仕様にも依存するが、一般にセメ

ント系鉱物の自律的変遷に応じて、間隙水のｐＨも高アルカリから中性領域に経時的に変化する

ことが指摘されており、このｐＨ変化に応じて、放射性元素の溶解度も変化する可能性がある。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 
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利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ 溶解・沈殿平衡が成立しているか（不可逆反応の可能性、over saturation / under 

saturation） 

・ 溶解度制限固相が適切に選定されているか（酸化物／水酸化物、共沈） 

・ 液相化学種が適切に選定されているか 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

溶解度評価に用いられる熱力学データセットについては、なお以下のような不確実性が残って

いると考えられる。 

・ 高イオン強度補正（高イオン強度の地下水性状の場合、適切に活量補正できるデータ

があるか） 

・ 温度補正（25℃での熱力学データ取得が多く、実際の 50-60℃での溶解度補正が可能か） 

・ アルカリ補正（高アルカリ条件での熱力学データにはなお不明な点が多い） 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料開発サイクル機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書, JNC TY1400 2000-001 / TRU TR-2000-01． 

[2] Bradbury, M. H. and Sarott, F. A.(1995): Sorption Database for the Cementituous 

Near-Field of a L/ILW Repository for Performance Assessment, PSI Report Nr.95-06. 

[3] Parkhurst, D. L., Thorstnsen, D. C. and Plummer, L. H.(1980): PHREEQE – A Computer 
Program for Geochemical Calculations, U.S. Geological Survey, Water-Resources 

Incvestigations 80-96. 
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ＭＮ－０６：コロイド形態による核種移行 

 
１．名称 
コロイド形態による核種移行 (MN-06) 

 
２．概要 
通常，間隙水中での放射性核種の溶存形態は，分子程度の粒径となっているものと考えられる。

しかしながら，放射性核種がコロイド形態をとる場合，通常の溶存形態の場合とは異なる移行挙

動を示すこととなる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
液相において放射性核種がコロイド形態で存在する場合，安全性に係る影響メカニズムとして

重要と考えられることは，①移動性の放射性核種量が相対的に増大すること，②特に疑似コロイ

ドに顕著なこととして，分子性粒子の場合とは表面電位等化学的特性が異なるため移行特性，吸

着特性等が変化すること，及び③巨大分子であることに起因して狭隘な経路を移行しがたくなる

こと（ろ過効果）が指摘できる。 
充填材領域において特徴的と考えられるセメント間隙水性状の条件下では，コロイドは一般に

不安定であり，充填材でのコロイド形態での核種移行は，大きな影響を持たないと考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
Nirex では，Nirex Reference Vault Backfill (NRVB)と称されるセメント系埋め戻し材と

Sellafield 地下水との平衡溶液中でのセメントコロイドを観測している 1)。NRVB の重量組成を表

1 に示す。 

表１ NRVB の重量組成 

構成物 重量割合 

普通ポルトランドセメント 0.26 

細骨材（石灰岩） 0.29 

骨材（水酸化カルシウム） 0.10 

水 0.35 

 
室温で 1 ヶ月静置された平衡溶液中に次の 2種類のコロイドが観測されたと報告している。 

① 10-200nm 球形：ＣＳＨ 

② 幅 60nm，長さ 3μｍ直鎖状：Ca-Al-sulphate（おそらくエトリンガイト） 

 

4.2 経時変化予測 
充填材領域に特徴的なセメント系材料は化学的に不安定であり，地下水との反応によって，そ

の鉱物組成を経時的に変化させる。疑似コロイドのソースとなる地下水コロイドも，このセメン
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ト鉱物組成変化に応じて変化することが予想される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ 高ｐＨ領域における真性コロイド生成の可能性（特にアクチニド） 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（組成，粒径分布等） 

・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（可逆／不可逆） 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（量，表面電位等） 

・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（結合の程度等） 

・ 疑似コロイドの吸着性 

 

＜参考文献＞ 
[1] NIREX (1995): Nirex Safety Assessment Research Programme – Nirex Near Field Research: 

Report on Current Status in 1994, Report No.S/95/011. 
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ＭＮ－０７：ガス形態による核種移行 

 
１．名称 
ガス形態による核種移行 (MN-07) 

 
２．概要 
核種移行解析において移動性核種として評価対象としているのは、通常は水溶液中に溶存して

いる核種である。しかしながら、放射性核種の中には揮発性を有するものがあり、そのような核

種については、ガス形態で移行する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
地下水シナリオにおいては、地下水を媒体とした核種の移行を前提としており、核種の存在形

態としては、通常、移動性の溶存形態と非移動性の固相（通常は可逆性の沈殿あるいは収着成分）

とが想定されている。これに対し、希ガスやハロゲンのように、潜在的に揮発性を有する放射性

元素の全量あるいは一部が気体として存在した場合、ガスを移行媒体とした核種移行が生じる。 

人工バリアシステムの構成材料に起因するガス生成機構を前提とすると、移行媒体としてのガ

スを構成する主要な成分は、嫌気性条件下での金属の腐食に伴って発生する水素ガス（及び有機

物の微生物分解に伴って発生するメタン等）であり 1),2)、放射性ガスが存在する場合、この水素

ガスに連行して移行することが考えられる。 

気相内での物質の拡散は、液相内での物質の拡散に比較して速いことから、非放射性ガスに連

行して移行する放射性ガスの実質的な移行速度は、非放射性ガス相そのものの人工バリア及び地

質媒体中の移行速度によって支配されることが予想される。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
ＴＲＵ地層処分及び余裕深度処分においてガス形態を取りうる重要核種としては Cl-36, I-129

及び C-14 までが挙げられるが、 終廃棄体定置時のインベントリ内訳における揮発性成分の割合

はゼロもしくは極めて小さいと考えられる。したがって、基本的には、ガス形態による核種放出

の可能性も極めて小さいと予想される。しかしながら、処分場の長期的な化学環境変化によって、

初期には液相・固相として存在したこれら核種がガス形態に変化しうる可能性を完全に否定する

こともまた困難であるように思われる。 

 
4.2 経時変化予測 

①金属腐食に伴う水素ガス等、非放射性ガスとの連行が想定されるため、放射性ガスの経時変

化も、腐食の進行、非放射性ガスの逃散現象と同様となる可能性があること、②溶存形態で移流・

拡散で移行する場合に比べ、ガス形態での移行の方がはるかに移行速度が大きいと考えられるこ

と、が指摘できる。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ 放射性核種がガス形態に変化することの確からしさ 

・ 人工バリア及び天然バリアにおける非放射性ガス相の移行 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 初期インベントリにおける揮発成分の割合 

・ ガス形態の核種の移行特性に係るパラメータ 

 
＜参考文献＞ 
[1] Nirex(1997): Science Report Nirex 97, An Assessment of the Post-closure Performance 

of a Deep Waste Repository at Sellafield - Volume 4 : The Gas Pathway, Report No. 

S/97/012. 

[2] Nagra(2002): Project Opalinus Clay : Safety Report – Demonstration of disposal 
feasibility for spent fuel, vitrified high-level waste and long-lived 

intermediate-level waste, TECHNICAL REPORT 02-05. 
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ＭＮ－０８：硝酸塩による核種存在形態の変化 

 
１．名称 
硝酸塩による核種存在形態の変化 (MN-08) 

 

２．概要 
低レベル濃縮廃液の廃棄体には可溶性の塩である NaNO3 が多量に含まれている。間隙水中に溶

解した NO3
-イオンが間隙水性状によって NH3 / NH4

+イオンまで変化，する可能性がある。放射性

核種がこれら硝酸イオンやアンモニアと錯体を生成することによって，その移行特性が変化する

可能性がある。また硝酸イオンによりもたらされる酸化性条件よる核種の酸化状態の変化により，

核種の溶解度や収着性が変化する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
初期の NO3

-から NH4
+／NH3にまで窒素が変化するためには，強い還元剤が必要である。充填材領

域に用いられる材料を考えた場合，鉄筋等が存在する場合にはＦｅが還元剤として作用して，NH4
+

／NH3を生成する可能性がある。あるいは廃棄体領域で既に還元作用を受け，アンミン錯体を形成

した放射性核種が充填材領域に移行してくる可能性もある。 

アンモニアと放射性核種とが錯生成した場合，①溶解度上昇の可能性，②吸着挙動（バリア材

への吸着のメカニズム及び吸着しやすさ）の変化が考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 窒素の還元 
JNC は，密閉ガラス容器中に炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ，低 Eｈ高ｐH 条件下で 1－6

ヶ月保持する実験を行った結果，NO3
-の変遷生成物として NO2

-及び NH4OH (NH3 aq)を確認し，それ

以外の化学形態は確認できなかったと報告している 1)。反応期間が長くなるにつれて，NO2
-の生

成量が減少する一方，NH4OH (NH3 aq)の生成量が増加しており，NO2
-が中間生成物となっているこ

とを示唆している。また，固相が共存しない系で行われた同様の試験では，初期 NO3
-のまま変化

がないことも確認しており，NO3
-の変遷メカニズムにおいて，還元作用を有する固相の表面が触

媒的に機能していることを示唆している。 

 
4.1.2 硝酸ナトリウムによる核種移行パラメータへの影響 

3 mol dm-3 NaNO3溶液及び 1 mol dm-3 アンモニア溶液での，普通ポルトランドセメント及び新

第三紀凝灰岩への核種のバッチ収着試験結果 2)を図１に示す。セメントへの収着の場合，有機 C，

Cl 及び I については硝酸塩による収着分配係数の低下が認められたが，Th，Am 及び Cs について

は有意な影響は認められない。一方，凝灰岩への収着の場合，Cs では硝酸塩による収着分配係数

の低下が，逆に Th では硝酸塩による収着分配係数の上昇が認められ，一方，Am，有機 C，無機 C，

Cl，I では有意な影響は認められていない。 
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図１ セメント系材料及び凝灰岩に対する収着分配係数への硝酸塩の影響 
 

4.2 経時変化予測 

①間隙水の酸化還元電位の過渡的な変化（建設中の大気開放から閉鎖後の還元雰囲気への復帰）

及び②NO3
-→NH4

+／NH3 の生成プロセスによる時間遅れによって，放射性核種のアンモニウム錯体

形成に関係する経時変化が考えられる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ NO3

-からの NH4
+／NH3の生成の時間挙動 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ NO3
-からの NH4

+／NH3の収率 

・ NH4
+／NH3と放射性核種との錯体生成に係る安定度定数 

・ 放射性核種のアンモニウム錯体の化学挙動（分配係数，拡散係数等） 

 

 

＜参考文献＞ 
[1] 本田明ほか(2005)：炭素鋼の腐食に伴う硝酸イオンの化学的変遷のモデル化,核燃料サイク

ル開発機構技術資料, JNC TN8400 2005-023． 

[2] 諸岡幸一ほか(2004)：TRU 廃棄物処分における硝酸塩の影響に関する研究（IV）－硝酸ナト

リウムの影響を考慮した核種移行パラメータ－，日本原子力学会 2004 年春の年会 要旨

集 第Ⅲ分冊 p.851． 
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Ｓ 構造躯体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＳＴ－０１：構造躯体の熱物性 

 
１．名称 
構造躯体の熱物性（ST-01） 

 
２．概要 
処分場を構成する各部位の熱物性（熱膨張係数，熱伝導率，比熱および熱拡散率）は，それぞ

れの部位の温度変化，熱による体積変化，熱の伝導性を支配するものである。特にハル・エンド

ピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グループ２）は発熱量が比較的大きく，処分場はその熱が

伝達されることにより温度が上昇する。人工バリアに使用されるセメント系材料およびベントナ

イト系材料は温度が上昇すると化学的な変質が生じ，核種移行を抑制するバリアとしての機能を

低下させる可能性がある。したがって，人工バリアには発熱廃棄体から放出される熱を外部（母

岩）へと伝達し，人工バリア内部での熱の蓄積を抑制する能力が必要であり，人工バリアを構成

するそれぞれの部位の熱物性は重要な位置付けにあると言える。 

構造躯体の候補材料としては，セメント系材料(鉄筋コンクリート)と鋼材が検討されている。

安全確保の要件に関しては，両材料とも満足する性能を有している。現状では，機能面から大断

面の処分坑道に対してはコンクリート，小断面の処分坑道に対しては鋼材を使用することが想定

されている１）。 

構造躯体の温度変化は隣接する充填材，緩衝材との熱のやりとりと構造躯体自身の熱物性によ

って決定される。また，構造躯体の熱による体積変化は，構造躯体に発生する温度と熱物性によ

って決定される。 

 
３．安全性への影響機構 

廃棄体から発生した熱は，充填材から構造躯体へと伝達され，構造躯体では蓄積される熱を外

側（母岩側）に設置されている緩衝材へと伝達する。これにより，充填材および構造躯体自身の

温度上昇を抑制し，これらに使用されるセメント系材料および鋼材の熱による変質を防ぐ。しか

し，構造躯体の外側に設置される緩衝材は，構造躯体から熱が伝達されることにより温度が上昇

し，熱による変質が発生する可能性がある。したがって，構造躯体の熱伝導性は直接的には隣接

する充填材，緩衝材および構造躯体自身の温度変化に影響を与え，それぞれに使用されるセメン

ト系材料およびベントナイト系材料の温度や熱による変質を左右する。 
また，構造躯体の温度は発熱廃棄体から伝達される熱だけでなく，岩盤の地熱が構造躯体より

も外側（母岩側）に位置する人工バリアによって伝達されることにより影響を受ける。構造躯体

は，それに伴って膨張・収縮変形を生じる。構造躯体に発生する温度上昇や，それに伴う膨張・

収縮は，構造躯体の熱物性によって決定される。熱による構造躯体の膨張・収縮変形が隣接する

充填材や緩衝材によって拘束された場合，構造躯体に熱応力が発生し，その応力が構造躯体の耐

力を上回ると，構造躯体にひび割れや破損が生じる。さらに，構造躯体の膨張・収縮変形や熱応

力の変化は，隣接する充填材および緩衝材の応力・変形にも影響を与えると考えられる。 
このように，構造躯体の熱特性は，廃棄体から発生した熱が，充填材から構造躯体を介して緩

衝材へと伝わる熱量や速度，熱による構造躯体の温度上昇および構造躯体が隣接する充填材，緩

 S 構造躯体-1



衝材の応力・変形に影響を与えると考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 熱物性 
コンクリートの熱物性は，一般的に体積の大部分を占める骨材の特性によって大きく影響され，

同一配合のコンクリートでも，その含水状態や温度によって変動する2）。コンクリート標準示方

書では，コンクリートの熱物性は実験あるいは既往のデータに基づいて定めることを原則として

いる。コンクリートの熱物性は，材料となるセメントの種類により異なり，高炉スラグ，シリカ

フューム，フライアッシュ等の混和材料を添加したセメントは，普通ポルトランドセメント(OPC)

と比較して低発熱性であり，熱物性も異なる。各種コンクリート材料の熱物性測定値の一例を表

に示す。また，設計（解析）に用いてよい値として，コンクリート標準示方書では熱膨張係数 10

×10-6/℃，普通コンクリートの熱伝導率 9.2kJ/mh℃，比熱 1.05kJ/kg℃，熱拡散率 0.003m2/hを

示している。 

 一方，鋼材の場合の熱物性値の例を表 2に示す。表 2には炭素鋼の熱物性値を示すが，炭素の

含有量によってこれらの値が変化する。 

しかし，ここで示したコンクリートおよび炭素鋼の熱物性値は，実際に使用する材料の熱物性

を適切に評価した後に使用する必要がある。 

 

表 1 各種コンクリート材料の熱物性測定例3），4）

コンクリート 
熱伝導率 

[kcal/(mh℃)]
熱拡散率 
[m2/h] 

比熱 
[kcal/(kg℃)] 

断熱温度上昇
[℃] 

OPC 1.3～3.1 2～6×10-3 0.22～0.24 68.0 

スラグ系セメント 1.55 2.17×10-3 0.213 ‐ 

フライアッシュ系
セメント 

2.28 3.48×10-3 0.285 ‐ 

OPC/BFS=1/9 ＊ ＊ ＊ ＊ 

HFSC(OSF) ＊ ＊ ＊ ＊ 

LAC-S 1.82 3.21×10-3 0.256 39.3 

 HFSC(OSF)：OPC にシリカフューム，フライアッシュを添加，低アルカリ性化。 

 LAC-S：クリンカー設計で低アルカリ性化。主成分は C-S-H ゲルとエトリンガイト 
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表 2 鋼材の熱物性例5）

 
熱伝導率 

［kcal/(mh℃)］ 

熱拡散率 

［m2/h］ 

比熱 

［kcal/(kg℃)］ 

0.5C * 46 0.053 0.111 

1.0C * 37 0.042 0.113 炭素鋼 

1.5C * 31 0.035 0.116 

* C の前の数字は炭素含有率（％）を示す。 

 
4.2 経時変化予測 

4.2.1 温度による熱物性の変化 
セメント系材料の構造躯体の熱物性は，接している充填材および緩衝材の温度の影響を受けて

変化する。 

ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グループ２）は発熱量が比較的大きく，温

度によるセメント系材料の変質に起因する熱物性の変化が想定される。第１次TRUレポート1）では，

想定した処分場レイアウトについて熱感度解析を実施しており， 高温度は堆積岩，結晶質岩で

それぞれ約 62℃および 77℃，時期的には処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎えるという結果

を得ている。したがって，セメント系材料の熱物性の変化はこの温度変化に伴って発生すると予

想される。 

しかしながら，変質の程度と熱物性の変化の関係を定量的に検討した例は見当たらない。 

 

4.2.2 セメント系材料の化学的変質による熱物性の変化 

セメント系材料は，経時的に内部のセメント水和物が地下水へと溶解して地下水中のイオンと

反応して変質する。その変質による多孔質化や亀裂・ひび割れ発生に起因する空隙率の増加，透

水性の増加，密度の低下，結合力の喪失などの変化が熱物性にも影響を与えると予想される。 
 

4.2.3 その他の要因による熱物性の変化 

熱物性に変化を与えるその他の要因として以下のものが考えられている４）。 

①微生物の影響 

微生物の活動に伴う熱の発生が想定される。また，微生物により異なると考えられるが，

その生息や活動が温度に影響を受けることが想定される。 

②高 pＨの影響 

地下水の pＨは，熱伝導に影響を及ぼす可能性がある。 

③海水の影響 

地下水のイオン強度は，熱伝導に影響を及ぼす可能性がある。 

 

4.2.4  鋼材の腐食による熱物性の変化 

鋼材の構造躯体およびセメント系材料で使用している鉄筋（鋼材）は，地下水と接触すると腐

食が促進する。鉄筋は腐食に伴い体積膨張し，構造躯体などのセメント系材料にひび割れを発生
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させる可能性がある。構造躯体の熱物性は，このひび割れや応力に起因したセメント系材料の強

度低下，空隙率の増加，透水性の増加，密度の低下，力学特性の低下などにより，変化すること

が考えられる。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

構造躯体の熱物性は，廃棄体の発熱特性や長期的に処分場の温度を規定する主要因のひとつで

ある周辺母岩の温度（地熱）により変動することが考えられる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

構造躯体の短期的（数十年程度）な熱物性に関しては，コンクリート標準示方書などの設計基

準類が整備されているので参考になるが，実際に使用される骨材などの材料によって熱物性は変

化する。 

長期的な観点からその熱物性の変遷を厳密に評価することは，構造躯体がセメント系材料の場

合，セメント，骨材(砂利，砂)からなる複合材料であることから難しい。現在のところ，熱物性

に与える作用温度の経時的影響についての知見やデータは十分に得られていない。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 土木学会（1997）：平成 8年制定コンクリート標準示方書 設計編． 

[3] 藤田英樹，廣永道彦，小松進一，稲継成文（2005）：アーウィン系低アルカリ性セメントを

用いたコンクリート及びモルタルの物理特性，日本原子力学会「2005 年春の年会」要旨集，

M26． 

[4] Iriya, K., Matsui, A. and Mihara, M. (1999): Study on Application of HFSC for 

Radioactive Waste Repositories, Proc. ICEM’99. 

[5] 西川兼康，藤田恭伸(1987)：機械工学基礎講座 伝熱学． 
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ＳＴ－０２：構造躯体の温度 

 
１．名称 
構造躯体の温度（ST-02） 

 
２．概要 
廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ２１））は発熱量が比較的大きい。処分場の長期的な温度を規定する主要因は，これら廃棄

体からの発熱および周辺母岩の温度（地熱）である。処分場を構成する各部位に発生する温度は，

それぞれの部位が持つ熱物性と熱の主な供給源である廃棄体熱および周辺母岩の地熱の伝達によ

り変化する。処分場を構成する各部位に発生する温度により，各部位の体積変化が発生し，さら

に温度は力学特性・熱特性・水理特性などの諸物性に影響を与える可能性がある。また，各部位

に発生する温度が高くなると，材料として使用されるセメント系材料およびベントナイト系材料

が化学的に変質する可能性があり，核種移行を抑制するバリアとしての機能を低下させる可能性

がある。 

構造躯体の候補材料としては，セメント系材料（鉄筋コンクリート）と鋼材が考えられている。

安全確保の要件に関しては，両材料とも満足する性能を有している。現状では，機能面から大断

面の処分坑道に対してはコンクリート，小断面の処分坑道に対しては鋼材を使用することが想定

されている１）。 

構造躯体の温度は，直接的には隣接する充填材および緩衝材の熱的な相互作用によって決定さ

れる。また，構造躯体は温度変化に伴い膨張・収縮変形を生じ，その変形が拘束されると構造躯

体には温度応力が発生する。構造躯体の膨張・収縮変形は隣接する充填材および緩衝材にも力学

的な影響を与えると考えられる。 
 
３．安全性への影響機構 

構造躯体の温度は，物理的に接している充填材と緩衝材の温度と相互に影響を与え，また，そ

の温度は構造躯体の熱物性を含む諸物性に影響を与える。構造躯体が作用温度により影響を受け

る事象として，次のものが考えられている。 

①応力 

温度変化に伴い，熱膨張あるいは熱収縮を生じて応力が変化する。 

②水理 

温度により水の粘性が変化することや対流が発生することで，水理特性が変化する。 

③セメント水和物の変質 

平衡定数(logＫ)は，温度の影響を受けると考えられる。 

④再冠水 

温度勾配により水分移動が起こり，冠水特性が変化することが想定される。 

⑤ガスの影響 

ガスにより熱伝播すること，温度の影響でガスが動き，気液平衡状態が変化することが考

えられる。 
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⑥コロイドの影響 

温度は，コロイドの凝集性や分散性に影響を与える。 

⑦有機物の影響 

温度は，有機物の分解率に影響を与える。 

⑧核種移行 

核種の平衡定数(logＫ)は，温度の影響を受けると考えられる。また，温度は，核種の運動

性やブラウン運動に影響を与える。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 セメントの耐熱温度 
セメントの耐熱温度は，セメントへの核種の収着性が低下しない温度すなわちC-S-Hゲルが結晶

化しない温度という観点からは，80℃以下と考えられる2）。また，SCK/CENでは，セメントの許容

温度をセメントマトリクスの再結晶化および脱水を避けるために 85～90℃としている１）。 

一方，強度特性に変化を及ぼさないコンクリート温度の制限値を，コンクリートの基本特性を

踏まえて 65℃（24 時間以上継続して作用する状態に対して）と設定している基準もある3）。この

基準では，この温度制限値を超える場合は実験等によりコンクリートの物性を確認し，許容値を

定めるものとしている。 

 
4.1.2 熱感度解析 

第１次TRUレポート１）では，想定した結晶質岩系岩盤と堆積岩系岩盤のサイトについて熱感度

解析を行っており，以下の結果を得ている。 

①結晶質岩系岩盤の場合 

冷却期間 25 年，坑道断面内に定置する廃棄体パッケージ数を 25 個とした条件で，坑道離

間距離 3D（Ｄ：処分坑道の内幅）とした場合では，ピーク温度が 80℃を上回るが，坑道離間

距離を 5D とすると 80℃を下回る結果となった。ここで，廃棄体パッケージとは，廃棄体（キ

ャニスター）を４つ収納した 1.2m×1.2m×1.6m のコンクリート製容器である。 

②堆積岩系岩盤の場合 

堆積岩系岩盤の場合，冷却期間 25 年，坑道断面内に定置する廃棄体パッケージ数を 20 個

とすると，坑道離間距離 3D（Ｄ：処分坑道の内幅）とした場合でもピーク温度は 80℃を上回

らない。 

さらに，設定した坑道レイアウトに対する解析事例では，処分施設の 高温度は，堆積岩，結

晶質岩でそれぞれ約 62℃および 77℃であり，時期的には処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎

えるという結果となっている。 

 
4.2 経時変化予測 

第１次TRUレポート１）での結果から，各坑道における温度変化の時系列を図１，図２に示す。 
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図１ 堆積岩系（離間距離３Ｄ）    図２ 結晶質岩系（離間距離４Ｗ） 

 

 これらの結果から，温度変化の時系列は処分施設閉鎖後１０年程度でピークを迎え，その後徐々

に低下するものの，１００年後においても中央坑道の廃棄体中心においては約 53℃の温度が発生

し続けることが確認できる。したがって，構造躯体の温度も同様に長期に渡り上昇することが考

えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
構造躯体の温度は，廃棄体からの発熱，長期的には処分場の温度を規定する主要因のひとつで

ある周辺母岩の温度（地熱）とその熱物性により変動することが考えられる。 
 
4.4.2 データに関する不確実性 

充填材の短期的（数十年程度）な熱物性に関しては，コンクリート標準示方書などの設計基準

類が整備されているので参考になるが，実際に使用される骨材などの材料によって熱物性は変化

する。また，長期的な観点からは，充填材の熱物性の変遷を厳密に評価することは，充填材がセ

メント，骨材(砂)からなる複合材料であることからも難しい。現在のところ，熱物性に与える温

度作用の経時的影響についての知見やデータは十分に得られていない。したがって，第１次TRU

レポート１）での解析結果については，入力値として選定した材料の熱物性が変化すると解析結果

である温度変化の時系列も変化すると考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] Atkinson, A. and Hearne, J. A. (1989) ：－The hydrothermal Chemistry of Portland Cement 
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and Its Relevance to Radioactive Waste Disposal, NSS/R 187. 

[3] 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準 告示 105 号 －通産省告示第 501 号． 
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ＳＴ－０３：構造躯体の熱膨張 

 
１．名称 
構造躯体の熱膨張（ST-03） 

 
２．概要 
廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ２１））は発熱量が比較的大きい。処分場の長期的な温度を規定する主要因は，これら廃棄

体からの発熱および周辺母岩の温度（地熱）である。これらの熱が処分場を構成する各部位に伝

達されると，それぞれの部位が温度変化に応じて熱膨張を発生する。処分場閉鎖後は，各部位は

隣接する部位によって少なからず拘束されている状態であるため，熱膨張による体積変化が拘束

され，応力が発生すると考えられる。したがって，熱膨張は処分場の応力状態を決める一つの要

因であると考えられる。 

構造躯体の候補材料としては，セメント系材料（鉄筋コンクリート）と鋼材が考えられている。

安全確保の要件に関しては，両材料とも満足する性能を有している。現状では，機能面から大断

面の処分坑道に対してはコンクリート，小断面の処分坑道に対しては鋼材を使用することが想定

されている１）。 

構造躯体は温度変化に伴い膨張・収縮変形を生じ，その変形が拘束されると構造躯体には応力

が発生する。さらに，このような構造躯体の膨張・収縮変形は，構造躯体の応力変化のみならず，

隣接する充填材および緩衝材に力学的影響を与える。 
 
３．安全性への影響機構 
構造躯体は，熱物性の一つである熱膨張係数とその温度変化に従って膨張・収縮変形が生じ，

その膨張・収縮変形が隣接する充填材，緩衝材等何らかの要因によって拘束されると応力を発生

する。この応力が構造躯体の耐力を上回ると，ひび割れや破損が発生し，構造躯体の力学・水理・

熱特性などに影響を与える。構造躯体にひび割れや破損が発生した場合，その部分が高透水部と

なり核種移行経路を形成する可能性がある。もし，構造躯体が破損した場合には，緩衝材の膨潤

圧などによって構造躯体の形状が大きく変化する可能性も考えられる。また，構造躯体の応力・

変形および力学特性の変化は，構造躯体に接している緩衝材および充填材の応力や変形に影響を

与え，これらにひび割れ等の破損を発生する可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 
コンクリートの熱膨張係数などの熱物性は，一般的に体積の大部分を占める骨材の特性によっ

て大きく影響され，同一配合のコンクリートでも，その含水状態や温度によって変動する２）。コ

ンクリート標準示方書では，コンクリートの熱物性は実験あるいは既往のデータに基づいて定め

ることを原則としている。コンクリートの熱物性は，材料となるセメントの種類によりことなり，

高炉スラグ，シリカフューム，フライアッシュ等の混和材料を添加したセメントは，普通ポルト

ランドセメント(OPC)と比較して低発熱性であり，熱物性も異なる。 
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設計（解析）に用いてよい値として，コンクリート標準示方書では熱膨張係数を 10×10-6/℃と

している。また，日本コンクリート工学協会３）では， 100℃程度までの通常の温度変化の範囲内

では，コンクリートの熱膨張係数は(7～13)×10-6/℃程度４）としている。 

 

4.2 経時変化予測 

4.2.1 温度による熱物性の変化 
セメント系材料の熱膨張係数など熱特性は，作用温度により材料が変質して変化すること想定

される。 

構造躯体の温度は，物理的に接する充填材と緩衝材の温度からの熱交換や構造躯体での核種の

崩壊・生成により発生する熱により規定され，経時的な熱物性の変化の影響を受ける。構造躯体

の熱膨張は，この温度に対応して発生する。 
第１次TRUレポート１）での結果から，各坑道における温度変化の時系列を図１，図２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 堆積岩系（離間距離３Ｄ）    図２ 結晶質岩系（離間距離４Ｗ） 

 

 これらの結果から，温度変化の時系列は処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎え，その後徐々

に低下するものの，100 年後においても中央坑道の廃棄体中心においては約 53℃の温度が発生し

続けることが確認できる。したがって，充填材の温度も同様に長期に渡り上昇し，それに伴って

熱膨張が発生する。 

 
4.2.2 セメント系材料の変質による熱物性の変化 

セメント系の構造躯体は，長期的にはセメント水和物が地下水へと溶解して変質し，熱物性が

変化することが考えられる。これら熱物性の変化は温度に変化を与え，熱膨張および熱応力に影

響を与える。 
 
4.2.3 鋼材の腐食による熱物性の変化 

鋼材の構造躯体およびセメント系材料で使用している鉄筋（鋼材）は，腐食に伴い体積膨張し，

構造躯体などのセメント系材料にひび割れを発生させるなどの影響を与える。この影響により，

構造躯体には，空隙率の増加，透水性の増加，密度の低下，力学特性の低下などが生じて熱物性

が変化し，温度，熱膨張および熱応力に影響を与える。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
構造躯体の熱膨張は，廃棄体の発熱特性や長期的に処分場の温度を規定する主要因のひとつで

ある周辺母岩の温度（地熱）により変動することが考えられる。 
 
4.4.2 データに関する不確実性 

構造躯体の短期的（数十年程度）な熱膨張係数に関しては，コンクリート標準示方書などの設

計基準類が整備されているので参考になるが，実際に使用される骨材などの材料によって熱膨張

係数は変化する。 

長期的な観点からは，充填材の熱膨張の変遷を厳密に評価することは，充填材がセメント，骨

材(砂)からなる複合材料であることからも難しい。現在のところ，熱膨張係数などの熱物性に与

える作用温度の経時的影響についての知見やデータは十分に得られていない。 

したがって，第１次TRUレポート１）での解析結果については，入力値として選定した材料の熱

物性が変化すると解析結果である温度変化の時系列も変化すると考えられ，それに伴い構造躯体

の熱膨張の発生が左右される。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会（2000）：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 土木学会(1997)：平成 8年制定コンクリート標準示方書 設計編． 

[3] 日本コンクリート工学協会（1996）：コンクリート便覧 第二版． 

[4] 大塚浩司 他(1992)：コンクリート工学，p131． 
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ＳＴ－０４：廃棄体からのγ線吸収熱の発生 

 
１．名称 

廃棄体からのγ線吸収熱の発生（ST-04） 

 
２．概要 
 廃棄体表面から放出されるγ線は充填材や構造躯体の中で急速に減衰する（Co-60 のγ線の場

合には 20cm で１桁程度の減衰）が減衰分は熱エネルギーに変換される。容器が遮へい機能を有し

ている場合には，γ線の大部分は容器も含めた廃棄体内部で吸収され，発熱することになるが，

廃棄体に関して，表面線量率を抑制するための遮へいが用いられず，さらに廃棄体と構造躯体の

間に充填材がない場合には，構造躯体に面する廃棄体の表面から外部に放出されたγ線は構造躯

体内部で減衰し，崩壊熱を発生することが考えられる。 

 前者のケースでは，廃棄体での崩壊熱の発生を考慮することでほとんど包含されるが，後者の

場合には，廃棄体だけで発熱するケースと熱応力が異なるかもしれないので，構造躯体での発熱

も考慮するケースを想定しておく必要がある。 

 なお，β線やα線については，廃棄体内部でほとんど吸収されるため，充填材よりも外側の領

域では廃棄体領域で発生する放射線としては考慮する必要がない。また，構造躯体領域に移行し

てきた放射性核種の崩壊による発熱は，SR-01 構造躯体での核種の崩壊・生成で考慮される。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 

 廃棄体からのγ線による影響を考慮する必要があるのは，廃棄体に遮へい機能がなく，かつ，

廃棄体と構造躯体の間に充填材がない場合だけである。この現象は容器内部に放射性核種が閉じ

込められている場合でも生じるため，初期の短半減期核種からのγ線の影響が重要である。 

 構造躯体領域においても発熱することは，廃棄体内部で全ての放射線が吸収されて発熱するケ

ースに比べて，廃棄体や構造躯体に作用する熱応力は緩和されることも考えられる。 

 その他の影響としては，高線量の廃棄体で廃棄体内部には水分などが含まれないケースでも，

構造躯体で廃棄体からのγ線により放射線分解ガスが生じることなどが考えられる。 

 

3.2 影響度合 

 構造躯体領域での廃棄体からのγ線による発熱量は，構造躯体に面する廃棄体の表面線量率に

比例することになる。したがって，容器の厚さに対して大きな感度を有する。 
 熱応力の発生に関しては，この現象を考慮しないケースに比べて緩和されると考えられる。 
 
4．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
 γ線の物質中での減衰については，放射線遮へいの目的で十分に研究がなされており，廃棄体

から放出されるγ線の強度と構造躯体の材料が特定されれば，十分な精度で評価することが可能

である。 
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なお，放射線の影響に関しては，γ照射（9-12MGｙ）を受けたセメントマトリクスあるいは

グラウトの大半は顕著な変化を示していないこと，いくつかのサンプルでは，表面の変色が確

認されたこと，BFS/OPCのグラウトの場合は削剥，ひび割れ（亀裂），破壊が確認されたこと

が報告されている1)。 

また，駆体コンクリートへの放射線影響については， 大 1.9×1010Rの範囲内におけるγ照射

がコンクリートの種々の材料特性値（重量，弾性係数，圧縮強度，細孔径分布）に及ぼす影響は，

常温においてγヒートに伴う温度上昇による付加的影響が若干あるが，それほど大きなものでな

いことが報告されている2)。 

 

4.2 経時変化予測 

 廃棄体からのγ線の発生は廃棄体中の放射性核種の崩壊によるものであるので，放射性核種の

減衰に伴って，指数関数的に減少する。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

特になし。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
γ線の挙動に関して不確実性はほとんどない。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

γ線の挙動に関するデータの不確実性は小さい。 
 
＜参考文献＞ 

[1] Wilding, C.R., et al. : Effect of Radiolysis Radiation Damage and Waste/Matrix 

Interaction. 

[2] 山田浩司 他（1984）：γ照射がコンクリートの諸物性に及ぼす影響に関する研究，セ技年

報，38． 
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ＳＴ－０５：水和熱の発生 

 
１．名称 
水和熱の発生（ST-05） 

 
２．概要 
セメント系材料は，水が加えられた時点からセメントと水とが水和反応を生じ，発熱と各種水

和物の生成を伴いながら，時間の経過とともに流動性を失い固結する。セメント系材料はこの水

和反応に伴う発熱(水和熱)によって温度ひび割れが発生する可能性がある。温度ひび割れは，セ

メント系材料が硬化する過程において，先に冷却される表面部分とまだ温度が高い内部との温度

差によって生じるひび割れと，硬化とともに温度が冷却される過程において，外部に接している

部位が拘束され，発生するひび割れの２つのタイプがある。 
構造躯体の候補材料としては，セメント系材料(鉄筋コンクリート)と鋼材が考えられている。

安全確保の要件に関しては，両材料とも満足する性能を有している。現状では，機能面から大断

面の処分坑道に対してはコンクリート，小断面の処分坑道に対しては鋼材を使用することが想定

されている１）。水和熱による影響はセメント系材料を使用する場合についてのみ発生する。 
 
３．安全性への影響機構 
セメント系材料の構造躯体の場合，セメント系材料を配合，練混ぜおよび打設した後，セメン

トが硬化する過程において水和熱が発生する。セメントの水和熱は，硬化後の構造躯体に温度ひ

び割れを発生させる可能性がある。このひび割れは，構造躯体構築後比較的短期間に発生するひ

び割れであり，構造躯体の強度的な弱部や高透水部となる可能性がある。構造躯体は，操業時に

おいて廃棄体や充填材の荷重が作用するため，温度ひび割れにより構造躯体にひび割れの拡大や

破損が生じる可能性がある。また，閉鎖後においては構造躯体には，隣接する充填材および緩衝

材から伝達される応力や熱の作用を受けるため，温度ひび割れの存在により，ひび割れの拡大お

よび構造躯体の破損が発生する可能性がある。また，温度ひび割れは高透水部となり，核種移行

経路が形成される可能性も考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 水和熱に対する対策 
現状の技術で，水和熱による構造躯体のひび割れ・亀裂発生は，操業段階での施工管理で防止

する手法がほぼ確立している。 
設計や施工における水和熱による温度ひび割れ対策として，対象物の機能に応じて，温度ひび

割れを防止する対策，もしくは温度ひび割れの幅，間隔または位置を制御する対策がとられてい

る。 
温度ひび割れの制御対策として，以下のことが挙げられる。 
・配合上の注意点：発熱量の少ないセメントを使用する，単位セメント量を少なくする。 
・打込み温度の注意点：打込み温度はできるだけ低くする。 
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・リフト（１回に打込む高さ）：リフト高を小さくする。 
・打込みの注意点：打込み間隔は短くする。十分に締固める。 

・養生の注意点：養生期間を十分長くする。保温性のよい材料で覆う。 

・設計上の注意点：誘発目地の設置。ひび割れ制御鉄筋の配置。防水措置。 

 

また，温度ひび割れ発生に関する検討は，JCIマスコンクリートのひび割れ制御指針2)やコンク

リート示方書3)に基づく方法で温度応力解析を行い，予測されたひび割れ指数などについて有害

なひび割れが発生するかどうか検討する方法も考えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

セメント系材料の構造躯体に発生する水和熱による温度は，施工条件やセメントの種類による

が，一般に施工後数日中に 大となり，その後環境の温度と同じになる。その過程で，岩盤およ

び先に施工された部分による拘束(外部拘束作用)や内部温度差による拘束(内部拘束作用)を受け

て，温度ひび割れの起因となる温度応力が発生する。この応力は長期的には減少すると考えられ

るが，その残留した応力は閉鎖後の構造躯体の応力に影響を及ぼす可能性がある。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
 特になし。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

力学的には問題はないが，水理特性には影響を及ぼすような水和熱で生じるひび割れや亀裂に

対しては，現状の設計基準類では対応ができない可能性がある。また，水和熱で生じたひび割れ

や亀裂による透水係数やその変化は解明されていない。 
 

＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 日本コンクリート工学協会（1986）：マスコンクリートのひび割れ制御指針． 

[3] 土木学会（2002）：2002 年制定 コンクリート標準示方書 施工編． 

 S 構造躯体-15



 

ＳＨ－０１：構造躯体の水理特性 

 
１．名称 
構造躯体の水理特性（SH-01） 

 
２．概要 
当該 FEP は構造躯体の空隙率の変化，透水係数の変化を対象とする。構造躯体には，処分坑道

の径の違いにより鋼材と鉄筋コンクリートが候補材料として検討されている。 

構造躯体にセメント系材料が用いられた場合，施工時の透水係数は使用されるセメント材料の

種類と施工時のセメント系材料の水和条件によって決まる。セメント系材料の水理特性は長期的

にはひび割れの発生，セメント鉱物の溶解及び間隙水中に溶存するイオン種との沈殿反応等によ

る変質の影響を受ける。間隙水中に溶存するイオン種には，もともと溶存するイオン種の他に硝

酸塩や硫酸塩などの廃棄物からの浸出イオンや緩衝材からの溶出イオンも含まれる。鉄筋の近傍

のセメント系材料は，鉄筋の腐食による腐食生成物の生成や間隙水中の硫酸イオンとの反応によ

るエトリンガイトの生成によりひび割れを生じる可能性がある。また鉄筋の腐食はガスを発生す

る可能性がある。 

構造躯体に鋼材が使用された場合，鋼材自体は緻密で低透水性の材料であるが，長期的には地

下水と接触することにより腐食し，食孔を生じた場合には食孔が水みちとなり構造躯体の透水係

数を増加させる可能性がある。 

構造躯体の水理特性は，構造躯体中での地下水流動に影響し，構造躯体の地下水流速を変化さ

せ，構造躯体中での核種の移流・分散やガス移行に対し影響する。 

 

３．安全性への影響機構 
鉄筋コンクリートを構成するセメント系材料は，数 nm から数 mm の径の空隙を多数もつ多孔質

媒体であり，ひび割れや劣化を有しないセメント系材料の透水係数は緩衝材の透水係数に匹敵す

る程小さい。セメント系材料に存在する空隙のうち，貫通して連続しない空隙は透水に寄与しな

い。また空隙を流れる地下水に働く透水抵抗は，貫通して連続する空隙径の 2乗に反比例するの

で，空隙径が小さい空隙は透水抵抗が大きくなり，これも透水に寄与しない。このため鉄筋コン

クリートの水理特性は，径が大きな空隙に支配される。 

鉄筋コンクリートのセメントマトリクス部には，水和熱による応力収縮等により初期より貫通

するひび割れが生じる可能性があり，ただし鉄筋により対策を講じられていることにより充填材

よりはひび割れの成長を防げる可能性がある。セメント系材料に生じるひび割れはひび割れ幅の

２乗に比例した透水性をもち，貫通して連続するひび割れを生じた場合には，セメント系材料マ

トリクスの低透水性が損なわれる。ただしひび割れ幅が臨界ひび割れ幅よりも小さい場合，透水

抵抗の増加により透水には寄与しなくなる。 

また構造躯体の緩衝材と接する部分では，地下水とベントナイト構成鉱物との相互作用により

セメント鉱物の溶解が起きると考えられている。セメント鉱物が溶解した場合には，構造躯体の

空隙率が増加し，その結果として透水係数も増加する。一方で地下水との沈殿反応も同時に起き

ると考えられており，空隙率分布が変化する。セメント鉱物の溶解と地下水との沈殿反応は，セ
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メント鉱物の溶解と同時に起きることも考えられている。 

また構造躯体中の鉄筋は，低酸化還元電位，高 pH 環境に曝されることにより僅かながら腐食す

る。鉄の腐食では腐食生成物の生成や腐食により発生したガスによってセメントマトリクス中に

ひび割れを生じる可能性がある。また地下水中に溶存する硫酸イオンとセメントマトリクス中の

セメント鉱物が反応することによりエトリンガイトが生成しひび割れの要因となる可能性もある。

セメントマトリクス中に生じたひび割れはセメントマトリクス部の低透水性を損なう可能性があ

る。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料の透水性と劣化による透水係数への影響 
セメント水和物の透水係数は数々の室内透水試験により求められている。その結果によれば 1

×10-10m/sを下回る低透水性であることがわかっており，一般的にW/C比が小さい程透水係数が小

さくなる（表 1参照）。 

セメント系材料は数nmから数mmの径の空隙を多数もつ多孔質媒体である。多孔質媒体の空隙率

と透水性の関係についてはKozeny-Carmanの式があり，通水させて劣化させたモルタルカラム試料

の解析に適用1)されている。またKozeny-Carmanの式は，PSIが開発したセメント系材料劣化解析

モデルMOCTACに適用されている1)。 

セメント系材料の変質ではセメント鉱物の溶解と間隙水中に溶解するイオン種との反応による

二次鉱物の生成が起こり，これらはセメント系材料中の空隙率を変化させる。このためセメント

系材料の変質が透水係数に与える影響についての試験研究では，空隙率と透水係数の関係が調査

されている。例えばGarboczi and Bentzにより空隙率と透水係数の関係が調査されており2)，こ

の結果はセメント系材料の劣化評価モデル 4Sightなどで用いられている3)。安田ら4)は模擬劣化

試料と通水劣化試料を用いた透水試験，三原ら5)はOPC製のセメントペーストを用いた透水試験に

より間隙率と透水係数の関係を調べている。三原らは，試験結果をKozeny-Carman式にフィッティ

ングした結果として，以下の結果を報告している。 

K=4.34×10-9×ε（1-ε）-2

ここで，K：透水係数(m/s)，ε：間隙率(-)，である。 

 

表 1 セメント供試体の透水係数の測定例（青木他6）より抜粋） 

供試体名称 W/C 比

(%) 

浸透深さ

(cm) 

透水係数 

(cm/s) 

60-14-V-無し 4.7 2.36E-10 

60-35-V-無し 

60 

1.7 3.09E-11 

50-14-V-無し 2.0 4.28E-11 

50-35-V-無し 

50 

1.0 1.07E-11 

注）文献は鉄筋コンクリートを対象としており，本表は鉄筋を含まない試料の測定 

値を抜粋した。 
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4.1.2 セメント系材料のひび割れの透水性 

貫通するひび割れをもつセメント系材料の透水性に関しては，従来から単一のひび割れを有す

る供試体を用いた試験が行われており，平行平板ひび割れ中の流れに対して導かれる流体力学の

基礎的な方程式をモディファイしたひび割れの幅の３乗に比例するという式の妥当性が示されて

いる7)。またひび割れ幅が非常に小さい場合には，ひび割れ内の地下水流速も小さくなり地下水

をニュートン流体として扱えなくなり，臨界ひび割れ幅以下では地下水流動を生じなくなる。こ

の臨界ひび割れ幅については 0.02mmという研究例があるが7)，臨界ひび割れ幅は水の降伏応力，

ひび割れの粗度によっても影響を受ける。Amadaiら8)はひび割れ内の流体をビンガム流体として

扱い，ひび割れを２次元断面でモデル化し，動水勾配を変化させた解析を実施しており，ビンガ

ム流体として扱った場合にはニュートン流体として扱った場合に比べひび割れ内の流量が小さい

という結果を得ているが，ひび割れ内の地下水流速が遅い場合についての研究事例は少ない。 

 

4.1.3 硫酸塩による影響 

Taylor9)によれば硫酸塩中の陽イオン元素の種類によって，セメント系材料に対する影響が異

なると言われており，Na+よりMg2+の方がセメント系材料の劣化が著しい。硫酸イオンとセメント

系材料との反応によりエトリンガイト（C3A・3CaSO4・32H2O）が生成することは，OPCモルタルやB

種高炉スラグセメントをNa2SO4水溶液に浸漬させた試験研究により確認されている10) ) ) )11 12 13 。 

エトリンガイトはセメント鉱物と比較して体積が大きく，硫酸イオンが極少量の場合には，セ

メント系材料内の空隙を埋める可能性もある13)が，硫酸イオンが多量に存在する場合にはひび割

れを生じる要因となる11)。エトリンガイトの生成は，硫酸イオン濃度とカルシウムアルミネート

水和物（C3A）の含有量に依存する。 

地下水中に硫酸イオンが消失すると未水和の間隙質との反応によりモノサルフェート水和物

（3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O）に転移する性質がある。 

 

4.1.4 鉄筋の腐食 

地下水に浸潤した鉄筋の腐食に関しては，HLWの地層処分におけるキャニスタ－やキャニスタ－

に附属する鉄筋の腐食に対する研究が実施されている。Smart N.R.ら14)はスウェーデンの花崗岩

中の地下水組成を模擬した人工地下水を用いて無酸素銅キャニスタ－中の鉄製部材の嫌気性腐食

に対し，温度を 30℃，50℃，85℃と変えた研究を行った。その結果，腐食の初期には 10～30μm/y

の腐食速度で腐食するが，酸化物の皮膜が形成された後では，0.1μm/y未満の腐食速度となり，

緩慢になることを述べている。また，直接研究例はあげていないがSKBのSFRの性能評価15)では，

腐食生成物の生成による体積膨張により，鉄筋の周囲にひび割れが生じることを挙げている。 

 

4.2 経時変化予測 

施工時の乾燥収縮や熱応力などにより，繊維補強コンクリートなどの特殊な材料が使われない

限り，セメント材料部には初期から貫通ひび割れが生じると考えられる。ただし貫通ひび割れの

進展は，鉄筋により制限される。 
処分空洞の閉鎖とともに，母岩から緩衝材を通過して地下水の浸入を受け，構造躯体中の飽和
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度が序々に増加し処分坑道が再冠水する。地下水の浸入に伴い，地下水と緩衝材中のベントナイ

ト構成鉱物との相互反応が開始される。 
再冠水の後，緩衝材との境界面では，セメント鉱物の溶解が進行し，空隙率及び空隙構造の変

化が起きる。緩衝材の遮水効果により緩衝材の内側の地下水流速は極めて遅くなるため，反応物

質の大部分は構造躯体外に抽出するのではなく，境界面付近で両者の中間的組成をもつ鉱物が再

沈殿するものと考えられる。透水係数の変化は，これらの溶解，再沈殿の結果として起き，空隙

率が増加する方向であれば反応が促進されより大きな透水係数を示す。一方，空隙率が減少する

方向であれば，反応が制限される。これらの反応は長期にわたって継続する。また再冠水後長期

にわたって，鉄筋と地下水の反応によって腐食生成物が生じ，鉄筋と腐食生成物の体積の違いに

よりセメント材料にはひび割れを生じるものと考えられる。生じたひび割れが，連続して貫通し

た場合には，新たに生じたひび割れも水みちとなり透水係数を増加させる。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

4.3.1 セメント系材料に関するナチュラルアナログ研究 

建造以来数年～数十年が経過した水タンク，水路，トンネル壁などの人工構造物を用いたナチ

ュラルアナログ研究16) ) )17 18 では，流水と接触していた面は激しい浸食が見られるが，ほとんど動

いていない水と接触していた面では表面のごく近傍でポルトランダイトが溶解し，替わりにカル

サイトが沈殿している現象が確認されている。また長期のナチュラルアナログサイトとしてはヨ

ルダンのマカリン19)が有名であり，天然のポルトランダイトと岩石，地下水の反応を見ることが

でき，実際にC-S-Hなどの生成が確認されている。しかしナチュラルアナログ試料の透水係数を実

際に測定した事例は見当たらない。 

 
4.3.2 鋼材の腐食に関するナチュラルアナログ研究 

高レベル放射性廃棄物の処分分野では，緩衝材で囲まれたオーバーパックの腐食速度を検討し

ている。炭山ほか20)によれば淡水性粘土質土壌に数 10 年以上埋設された鋳鉄管の 大孔食深さ

H(mm)と埋設期間Y(年)には，一般的にH=aYnの式で表され，a=0.298，n=0.502 を得たと報告して

いる。また，炭山ほかの結果に加えてイマヨイ遺跡，出雲大社境内遺跡の結果を加えても

H=0.298Y0.502よりも大きな 大孔食深さは確認されていない21)。ただし，TRU処分施設内の地下水

は高pHとなるため炭山ほかの結果がそのまま利用はできない。高pH環境下におかれた鋼材の腐食

に関するナチュラルアナログ研究は見つかっていない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 空隙率と透水係数の関係式（どの関係式が適当であるか？） 
・ ひび割れの規模，空間的な分布，発生時期 
・ ひび割れの臨界ひび割れ幅 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

 S 構造躯体-19 



 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 空隙率が減少する沈殿側でのセメント系材料の劣化を模擬した試験が存在しない。 
・ 空隙率が減少する沈殿側に溶解側と同じパラメータを適用できるかどうか。 
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ＳＨ－０２：構造躯体の飽和 

 
１．名称 
構造躯体の飽和（SH-02） 

 

２．概要 
処分施設閉鎖後，施設周辺の母岩からの地下水の浸入により緩衝材を通過した地下水が構造躯

体を再冠水する。再冠水中は構造躯体中の飽和度分布の変化に従い構造躯体中の水理特性が非定

常に変化し，その結果として構造躯体中の地下水流速，熱特性が変化する。当該 FEP は，構造躯

体の水理特性の影響を受け，構造躯体中の移流・分散及び核種移行，また構造躯体の熱特性に影

響がある。 

 
３．安全性への影響機構 
構造躯体には，坑道径の違いにより鉄筋コンクリートもしくは鋼材が候補材料として検討され

ている。処分施設閉鎖後においては，緩衝材を通過した地下水が構造躯体と接触する。処分坑道

閉鎖直後においては，地下水中には溶存酸素が含まれ，しかも酸化性環境下に一時的になるため，

鋼材は腐食すると考えられる。鋼材の腐食により食孔などが生じて水みちが形成された場合には，

その水みちを通して緩衝材から浸入した地下水が廃棄体に浸入する。 

また構造躯体に鉄筋コンクリートが使用された場合，鉄筋コンクリート中のセメント系材料に

存在する数 nm から数 mm の径の空隙もしくは鉄筋コンクリートの施工初期より存在する可能性が

あるひび割れが水みちとなり，緩衝材から浸入した地下水が廃棄体に浸入する。 

緩衝材から地下水が浸入すると部分的の飽和度が増加する。構造躯体中の飽和度が増加した部

分では透水係数が増加するがサクション圧は減少する。構造躯体の貯留特性に従い，構造躯体中

に浸入した地下水は更に構造躯体の内側に向かって浸透する。このため構造躯体中の飽和度分布

の変化に従って透水係数分布が変化し，構造躯体中の地下水流速も時間の経過とともに変化する。

この現象は構造躯体が再冠水するまで継続して起きる。 

また構造躯体中の間隙内は，空気と水の気液二相状態となっているため構造躯体での地下水流

速に対しても影響があるだけでなく，構造躯体の熱伝導率を変化させたり，地下水の酸化還元条

件を還元性から酸化性に変化させる可能性がある。 

しかし核種閉じ込め性の観点では，不飽和透水係数は飽和透水係数に比べて一般的に小さいた

め核種閉じ込め性能の観点からは有利に働く可能性がある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

第１次TRUレポート1)ではYamaguchiら2)が実施した飽和-不飽和解析結果をもとに，TRU処分施設

が再冠水するまでの時間が 300 年程度である事例を紹介している。Yamaguchiらは，TRU廃棄物処

分施設として考えられる 4種類の施設を対象とし，緩衝材が飽和するまでに緩衝材を設置する施

設で 大 260 年，緩衝材を設置しないケースで 大 160 年という結果を得た。また緩衝材を設置

するケースについては，緩衝材の透水係数，緩衝材，構造躯体，廃棄体，埋戻し材の初期飽和度
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の違いについて追加解析を行っているが，それらの結果を合わせても緩衝材が再冠水するまでの

時間として 大 260 年という結果が得られている（図１参照）。しかしながら，第１次TRUレポー

ト1)での性能評価では，再冠水時は核種閉じ込め性の観点から有利に働くことから考慮されてい

ない。また安藤ら3)は気液二相流モデルを用いてTRU廃棄物処分施設が再冠水する時間を評価し，

処分施設が再冠水するまでの時間として 500 年以内と報告している。 

またスウェーデンのSFRの性能評価報告書4)では，施設が再冠水するまでの時間は施設周辺の岩

盤の透水係数等により変化し，数十年から数百年かかるとしている。 

 

図 1 ２次元飽和-不飽和解析結果における飽和度の時間変化 
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4.2 経時変化予測 

処分施設の閉鎖後，処分施設には周辺の母岩から地下水が浸入する。地下水は緩衝材，を通過

して構造躯体に浸入する。構造躯体に浸入した地下水は構造躯体中の空隙を満たして構造躯体中

の飽和度を増加させながら充填材へと浸入する。処分施設が再冠水するまでの時間は，第１次TRU

レポート1)に施設閉鎖後 300 年という記載がある。処分施設の再冠水後，処分施設内の地下水流

動は序々に定常状態に近づく。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

特になし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP の概念的不確実性 

・ 不飽和領域のモデル化手法については，飽和－不飽和解析の他に気液二相モデル等もあ

る。どのモデル化手法が良いかについては不確実性がある。 
・ ひび割れの位置，規模，連続性 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ ひび割れが存在した場合の再冠水時間に対する影響 
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ＳＨ－０３：構造躯体での地下水流動 

 
１．名称 

構造躯体での地下水流動（SH-03） 

 

２．概要 
当該 FEP は構造躯体での地下水の流れに関する事項である。構造躯体内での地下水流動は，廃

棄物から溶出した放射性核種と硫酸イオンや硝酸イオンなどのバリア材の変質要因となるイオン

の移行速度に影響し，また処分施設内への浸入水量の観点では廃棄物からの放射性核種の溶出量

に影響する。 

構造躯体での地下水流動は，処分施設内の部材と母岩の水理特性，処分施設内外の圧力水頭場

の影響を受ける。特に周辺岩盤よりも低透水性の緩衝材の存在は，構造躯体での地下水流動の決

定要因となり得る。構造躯体には，鉄筋コンクリートもしくは鋼製躯体が候補材料として検討さ

れており，鉄筋コンクリート中でのセメント水和物の溶解，地下水中のイオンとの反応による二

次鉱物の生成と沈殿およびひび割れの発生，鉄筋および鋼製躯体の腐食に伴う空隙構造の変化は，

構造躯体の透水係数を変化させ地下水流速に影響を与える可能性がある。 

また廃棄体の崩壊熱により生じた温度勾配は熱対流を生じる可能性がある。また廃棄物中の硫

酸塩，硝酸塩などが溶解し，構造躯体内に高濃度で存在した場合には密度流を生じる可能性があ

る。熱対流，密度流は地下水流速，地下水の流動方向を変化させる可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構 
構造躯体には鉄筋コンクリートもしくは鋼材が候補材料として検討されている。構造躯体に鉄

筋コンクリートが使用された場合，地下水流動は比較的大きな径の貫通ひび割れや径の大きな空

隙内で起きると考えられる。また構造躯体に鋼材が使用された場合には，鋼材にもともと存在す

る空隙や長期的な腐食の結果起きる食孔や腐食生成物内で起きる可能性がある。 
構造躯体中の地下水流動は，周辺岩盤よりも低透水性の緩衝材の有無によっても決定される。

低透水性の緩衝材を施工する施設では，地下水は緩衝材を迂回して流れ，処分施設内の動水勾配

が小さくなることにより処分施設内の地下水流速が低下する。緩衝材を施工しない施設では，構

造躯体が低透水性を担保できている間には構造躯体内の地下水流速は低く抑えられるが，鉄筋コ

ンクリートの変質やひび割れの発生，鋼材の腐食などにより新たな高透水な水みちが形成された

場合には，緩衝材を施工する施設に比べて地下水流速が早くなる可能性がある。 
構造躯体と緩衝材の境界面では，地下水と緩衝材中のベントナイト構成鉱物との相互反応によ

り，セメント鉱物の溶解及や二次鉱物の生成が起きる。しかし緩衝材の遮水効果により，緩衝材

の内側は極めて遅い地下水流速となるため，溶解した鉱物は構造躯体と緩衝材の境界面付近に，

それらの中間的な鉱物として再沈殿するものと考えられている。セメント鉱物の溶解が生じた領

域では，セメント系マトリクス部の空隙率の増加により更に反応が促進され，より地下水が流れ

ることになる。一方，再沈殿する領域においてはセメント系マトリクス部の空隙率の増加により，

地下水の流れが制限される。このセメント鉱物の溶解と地下水との再沈殿反応は同時に繰り返し

起きると考えられており，空隙率の増加とともに地下水流動も緩やかに変化する。 
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また廃棄体での崩壊熱により熱対流を生じる可能性があり，また廃棄物中の硫酸塩，硝酸塩が

溶解し地下水中に高濃度に存在することにより密度流を生じる可能性がある。ただし熱対流，密

度流とも地下水の密度に起因する現象であり地下水流速，地下水の流動方向に影響する可能性が

あるが，構造躯体中でのイオンの移行時間の観点では移行時間が短いため影響は小さいことが考

えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動のモデル化 

構造躯体の候補材料として検討されている鉄筋コンクリートのセメントマトリクス部は数nmか

ら数mmの径の空隙を多数もつ多孔質媒体であり，地下水流動のモデル化では多孔質媒体モデルが

一般的には用いられている。第１次TRUレポート1)では，結晶質岩系岩盤と堆積岩系岩盤について

緩衝材を施工する場合と施工しない場合の廃棄体充填部のダルシー流速と掘削影響領域内の地下

水流量を求めるために２次元モデルを用いた定常地下水流動解析（飽和解析）が実施された。こ

の解析では構造躯体は廃棄体，充填材や埋戻材を同一の材料として扱っており，長期的な変質を

考慮して細粒砂程度の透水係数として 1E-5m/sの透水係数が設定されている（表 1，表 2参照）。 

 

表 1 解析に使用されたパラメータ（第 1次 TRU レポート，4.4.2 水理学的条件） 

パラメータ サイト条件 
結晶質岩系 

岩盤 

堆積岩系 

岩盤 

セメント系材料 

（廃棄体，充填材， 

構造躯体，埋戻材） 

1E-5 

人

工

バ

リ

ア 

ベントナイト系材料 

（緩衝材） 
3E-11 

透水係数 

[m/s] 

1E-8 

掘削影響領域 領域幅 

[m] 
1.0 0.5 

透水係数 

[m/s] 
1E-9 

岩盤 
動水勾配 

[-] 
0.01 
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表 2 掘削影響領域内の地下水流量と平均ダルシー流速 

（第 1次 TRU レポート，4.4.2 水理学的条件） 

サイト条件 緩衝材 

廃棄体充填部の 

平均ダルシー流速 

[m3/y] 

処分坑道単位長さ 

あたりの掘削影響 

領域における地下水

流量[m3/y/m] 

有り 6.75E-5 5.7E-3 
結晶質岩系岩盤 

無し 4.84E-4 1.40E-3 

有り 1.67E-5 5.31E-3 
堆積岩系岩盤 

無し 7.30E-4 7.41E-3 

注）結晶質岩系岩盤，堆積岩系岩盤の空隙率をそれぞれ 0.02，0.2 として仮定して算出 

 

4.1.2 セメント系材料のひび割れ 

セメント系材料のひび割れに関しては，単一の貫通ひび割れを有する供試体を用いた透水試験

を含む研究が多数実施されており，流体力学から発展したひび割れからの漏水量を予測する式と

して幾つかの３乗則にひび割れ定数を加えた式が提案されている（例えば，木下2），1995）。ま

たひび割れが透水に寄与しなくなる 大のひび割れ幅を表す臨界ひび割れ幅に対しては 0.02mm

という研究例が報告されている2)。ただし臨界ひび割れ幅は，水の降伏応力，ひび割れの粗度に

よっても影響を受ける。Amadaiら3)はひび割れ内の流体をビンガム流体として扱い，ひび割れを

２次元断面でモデル化し，動水勾配を変化させた解析を実施しており，ビンガム流体として扱っ

た場合にはニュートン流体として扱った場合に比べひび割れ内の流量が小さいという結果を得て

いる。しかしひび割れ内の地下水流速が遅い場合についての研究例は少ない。 

 

4.2 経時変化予測 

構造躯体には水和熱による収縮等により，比較的初期より貫通するひび割れが存在すると考え

られる。処分坑道の閉鎖後，構造躯体は緩衝材を通過した地下水の浸入を受け再冠水する。貫通

ひび割れのひび割れ幅が臨界ひび割れ幅よりも大きい場合には，母岩，緩衝材及び構造躯体中の

地下水がひび割れに集中し，ひび割れを選択的に流れることになる。 
また緩衝材と構造躯体の境界面では，地下水と緩衝材中のベントナイト構成鉱物との相互反応

により，セメント鉱物の溶解が始まるが，溶解した鉱物は地下水流速が極めて遅いために境界面

付近に再沈殿する。セメント鉱物の溶解が起きている場所では，空隙率の増加により透水係数が

増加し，地下水流速も増加する。一方鉱物の再沈殿が生じている場所においては，空隙率の低下

により透水係数が低下し，地下水流速も低下するものと考えられる。このセメント鉱物の溶解と

鉱物の再沈殿は，長期間反応が継続し，透水係数，空隙率の変化に伴い地下水の流れも緩やかに

変化する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 
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該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ ひび割れの規模，空間的な分布，発生時期 
・ ひび割れの臨界ひび割れ幅 
・ セメント部の変質層の時間的な変化 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし。 
 

＜参考文献＞

 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 大下英吉，田辺忠顕(1995)：不均質材料の透水性に関するモデル化とその適用性評価，土木

学会論文集，No.526/V-29，pp.63-77． 

[3] Amadei,B. and Savage,W.Z. (2001): An analytical solution for transient flow of Bingham 

viscoplastic materials in rock fractures, International Journal of Rock Mechanics and 

Mining Sciences, No.38, pp.285-296. 

 S 構造躯体-28 



 

ＳＭ－０１：構造躯体の力学特性 

 
１．名称 
構造躯体の力学特性（SM-01） 

 
２．概要 
構造躯体は，適切な材料と施工方法を選定することにより，操業時における廃棄体の定置作業

を容易にし，充填材の施工を効率的に行うことを可能とするとともに，廃棄体及び充填材を力学

的に支持する1) 。 

構造躯体の候補材料としては，セメント系材料(鉄筋コンクリート)と鋼材が考えられている。

安全確保の要件に関しては，両材料とも満足する性能を有している。現状では，幌型の処分坑道

に対しては鉄筋コンクリート，円形の処分坑道に対しては鋼材を使用することが想定されている

1）。 

セメント系材料（鉄筋コンクリート）の構造躯体の力学特性としては，弾性係数，ポアソン比，

圧縮強度，引張強度，曲げ強度，せん断強度，クリープ係数などの物性値があり，材料の配合，

応力（拘束圧，載荷時間・載荷速度），温度等に依存すると共に長期的にはセメント鉱物の地下水

への溶解や鉄筋の腐食などの変質により変化することが予想される1）。 

鋼材の構造躯体の力学特性としては，弾性係数，ポアソン比，圧縮強度，引張強度，曲げ強度，

せん断強度などの物性値があり材質等に依存するとともに，長期的には腐食により変化すること

が予想される。 

 
３．安全性への影響機構 
構造躯体の力学特性は，構造躯体に発生する応力や変形を決定する。さらに，構造躯体の応力

は，構造躯体に隣接する充填材や緩衝材の応力と相互に影響する。また，構造躯体の力学的な強

度を決定するものであるため，外力に対する破壊やセメント系材料の場合にはひび割れの発生程

度を支配するものである。破壊やひび割れが生じると，廃棄体の定置を容易にし充填材の施工を

効率的に行うなど構造躯体に期待されている機能に影響する可能性がある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 物性値 
鉄筋コンクリート製構造躯体の力学特性を表す弾性係数，ポアソン比，引張強度等の物性値は

コンクリート標準示方書2)などの既存指針類を参照することができる。また，各種の強度及び弾性

係数については圧縮強度との相関が示されている3)。 

鋼製構造躯体の特性値は，道路橋示方書4)などの既存指針類を参照することができる。 

 

4.1.2 セメント水和物溶解の影響 

長期的には，構造躯体中のセメント鉱物は地下水へと溶解し，地下水中のイオンと反応するこ

とにより経時的に変質する。 
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この変質による強度特性への影響についてモルタルを用いた試験研究例を図1に示す5)。この図

では，水セメント比及び配合をパラメータとした劣化試験でのセメントの細孔量と圧縮強度の関

係を示している。なお，この試験例は， 普通ポルトランドセメント（OPC）及び細骨材として豊

浦標準砂を用いて作製したモルタル供試体を電気化学的手法により強制的に劣化させる劣化促進

試験により実施している。 

 

図１ セメント供試体細孔量と圧縮強度の関係5）

 

モルタルにイオン交換水を通水させた試験6)においてもセメントペースト中のカルシウム溶出

割合と空隙率，圧縮強度との間に相関が認められており，実験式が示されている。 

セメントペーストを用いた試験研究では，高い水セメント比（85～105%）のセメントペースト

にイオン交換水を通水させた試験7)，硝酸ナトリウム溶液を通水させた試験8)においてセメントペ

ースト中のカルシウム溶出割合と圧縮強度の関係が示されており，この関係は溶液の種類に依存

しないとされている。また，より広範囲の水セメント比（40～105%）のセメントペーストをイオ

ン交換水に浸漬させた試験9)ではビッカース硬度の測定を介して成分の溶出と圧縮強度の関係を

求めている。 

これらの試験検討から粗骨材を含むコンクリートの強度の変遷評価に適用できる可能性がある。 

 

4.1.3 温度の影響 

力学特性など構造躯体の多くの特性は温度の影響を受ける。 

コンクリートに100℃以上の高温が持続すると，乾燥が激しくなって微細な収縮ひび割れが骨材

とペーストとの境界面に生じる。また，常温と高温の温度変化が繰り返し作用すると，強度と弾

性係数が低下し体積膨張が生じる10）。 

ただし，加熱 高温度が500℃以下の場合には，コンクリートの強度は冷却後約１ヶ月で 低値

を示すがそれ以後は回復し，冷却後約1年で90%以上となることが知られている。また，水分が補

給される材質被害がかなり回復することもある11）。85℃程度までであればコンクリートの力学特

性に対する影響が小さいことが実験的に示されている12）。 

鋼材の力学特性は温度に依存する。しかしながら TRU 廃棄物処分場で予測される温度上昇の範

囲では，温度の影響は小さいと考えられる。 
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図 2 各種骨材コンクリートの残存強度と静弾性係数10）

（Fc：圧縮強度，Ft：引張強度，Es：静弾性係数） 

 

4.1.4 放射線の影響 

構造躯体は，核種の放射性壊変による放射線によって放射線損傷を受ける可能性がある。構造

躯体の放射線損傷は，廃棄体での核種の崩壊・生成，構造躯体での核種の崩壊・生成が原因とな

っている。廃棄体のセメント固化マトリクスあるいはセメントグラウトがγ照射（9～12MGv）を

受けた場合，その大半は顕著な変化を示さないこと，いくつかのサンプルでは表面の変色が確認

されたこと，BFS/OPCのグラウトの場合は削剥，亀裂，破壊が確認されたことが報告されている。

構造躯体のコンクリートに 大190MGvまでの大線量のγ照射を行っても，材料の質量，弾性係数，

圧縮強度，細孔径分布に若干の付加的影響が確認されたのみで，有意な影響は持たないとの報告

がある13）。 

 

4.2 経時変化予測 

構造躯体の力学特性は，充填材を介して伝わる廃棄体発熱による熱応力，緩衝材を介して伝播

する岩盤からの地圧や緩衝材の膨潤圧などの力学的影響を受けて変化する可能性があるが，その

影響は小さいと考えられる。また，熱による変質に関しては，廃棄体発熱による温度上昇をセメ

ント系材料への核種の移行特性が変化しない温度 80℃を超えないよう処分場の設計を行ってい

るため，変質はほとんどないと考えられる。 

セメント鉱物の地下水への溶解などによるセメント系材料の化学的な変質は，構造躯体の力学

特性に大きな影響を与える可能性がある。セメント系材料と地下水との接触によって起きるセメ

ント水和物の溶解，地下水中の溶存イオンとの反応によって生じる二次鉱物の生成は，構造躯体

の空隙構造の変化をもたらし，その力学特性にも大きな変化を与えると考えられる。また，長期

的には鉄筋の腐食膨張によりコンクリート部分が損傷し，力学特性が変化することも予想される。

一方，構造躯体に鋼材が使用された場合，処分場に酸素が存在する初期には酸化し，酸素が消費
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された後はアルカリ腐食すると考えられ，その力学特性が変化すると考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

構造躯体の変質による力学特性の変化についての知見やデータは，セメントペーストやモルタ

ルを対象とした試験研究が行われているものの，コンクリートを対象とした場合現状では十分と

は言えない状況である。 
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ＳＭ－０２：構造躯体の応力・変形 

 
１．名称 
構造躯体の応力・変形（SM-02） 

 
２．概要 
構造躯体は，適切な材料と施工方法を選定することにより，操業時における廃棄体の定置作業

を容易にし，充填材の施工を効率的に行うことを可能とするとともに，廃棄体及び充填材を力学

的に支持する1）。 

構造躯体の候補材料としては，セメント系材料(鉄筋コンクリート)と鋼材が考えられている。

安全確保の要件に関しては，両材料とも満足する性能を有している。現状では，幌型の処分坑道

に対しては鉄筋コンクリート，円型の処分坑道に対しては鋼材を使用することが想定されている

1）。 

構造躯体には，廃棄体，充填材，緩衝材，境界領域との力学的な相互作用により応力が発生し，

その応力に対応した変形が生じる。構造躯体の応力は，構造躯体の変質に起因する力学特性の変

化，温度上昇に伴う熱膨張，ひび割れ発生，再冠水による水圧の作用，緩衝材の膨潤圧の作用，

ガス蓄圧，鋼材・廃棄体の腐食膨張，その他外的応力の作用により変化する1）。 

 

３．安全性への影響機構 
構造躯体の応力は，物理的に接する充填材，緩衝材の応力との相互作用及び構造躯体自身の力

学特性によって規定される。構造躯体に発生する応力が構造躯体自身の耐力を上回る場合，ひび

割れや破損が発生する。また，隣接する充填材や緩衝材も構造躯体の応力との相互作用によって

ひび割れや破損が発生する可能性がある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 物性値 
鉄筋コンクリート製構造躯体の力学特性を表す弾性係数，ポアソン比，圧縮強度，引張強度等

の物性値は，コンクリート標準示方書2)などの既存指針類を参照することができるほか，各種の強

度及び弾性係数については圧縮強度との相関が示されている3)。また，鋼製構造躯体の特性値は，

道路橋示方書4)などの既存指針類を参照することができる。 

長期的な評価における力学特性は，鉄筋コンクリート製の構造躯体の場合は，セメント鉱物の

地下水への溶解，鉄筋の腐食膨張によりコンクリート部分が損傷することなどによって変化する

ことも予想される。構造躯体に鋼材が使用された場合は，処分場に酸素が存在する初期には酸化

し，酸素が消費された後はアルカリ腐食すると考えられ，その力学特性が変化すると考えられる。

この特性の変化については現状では評価対象とする現象に応じて設定されている。 

 

4.1.2 廃棄体成分の溶出による変化 

処分対象とする廃棄体はセメント固化体が大半を占め，またモルタルで充填するパッケージ化
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が行われるためセメント系材料が多量に使用される。セメント系材料等の廃棄体成分が長期的に

溶出し処分施設内部に空隙が発生した場合には，処分施設の崩落などの不連続的な事象が生じる

可能性がある。このような事象が生じるかどうかについて，第1次TRUレポートでは廃棄体及び支

保工の弾性係数及び強度がセメント成分の溶出によって初期の1/10になるとして応力再配分の状

況を解析検討している。結晶質岩系岩盤（幌型処分坑道）のケースで廃棄体の変形が 大で0.5m

m以下，堆積岩系岩盤（円型処分坑道）のケースで岩盤の変形が 大で約3mmであり，また処分施

設の主応力から処分施設の安定性に対して影響を及ぼさないという結果を得ている1）。 

奥津ら5)はセメント成分溶出による応力再配分を緩衝材の膨潤圧による応力変化と同時に，セメ

ント系材料の力学特性の経時変化を考慮しながら評価する手法を構築している。 

 

4.1.3 緩衝材の膨潤圧による変化 

緩衝材は吸水により膨潤し，拘束された状態では膨潤圧を発生する。この膨潤圧が処分施設及

び周辺岩盤に影響することが考えられる。第1次TRUレポート1）における膨潤応力の影響に関する

解析では，緩衝材が膨潤した時の変形量は結晶質岩系岩盤ケース（幌型処分坑道）で 大5mm程度，

堆積岩系岩盤ケース（円型処分坑道）で0.5mm以下と，特に問題にならない値となっている。 

奥津ら5)は緩衝材の膨潤圧による応力変化をセメント成分溶出による応力再配分と同時に，セメ

ント系材料の力学特性の経時変化を考慮しながら評価する手法を構築している。 

 

4.1.4 母岩のクリープによる変化 

処分施設周辺の岩盤の長期的なクリープ変形が進行し，それに伴って処分施設の形状等が変化

することが考えられる。第1次TRUレポート1）では岩盤クリープ変形挙動を検討するとともに，こ

の岩盤クリープ変形による処分坑道あるいは人工バリアへの影響検討を行っている。この結果，

結晶質岩系岩盤では，時間100万年においても岩盤のクリープ変形は発生しないことから人工バリ

アに対する影響は無いと判断される。堆積岩系岩盤では，処分坑道内部に100MPa程度の弾性係数

が見込めれば，時間100万年での岩盤クリープ変形は10mm強程度とかなり小さく抑えられることが

明らかとなった。 

 

4.1.5 ガス発生による変化 

ガス移行解析の実施例では，構造躯体の内側と外側での 大差圧は， もガス発生速度の大き

い廃棄体グループで 大0.8MPaに達し， 大間隙圧力達成時期は50年から900年となる結果を得て

いる1）。その解析結果から，廃棄体グループ2では，ガス圧上昇により構造躯体にひび割れ発生の

可能性はあるが，構造躯体の外周に緩衝材を設置することから，構造躯体のひび割れによる水理

環境への影響はないと評価している1）。 

 

4.1.6 熱応力による変化 

構造躯体は，温度が上昇することにより膨張する。部材の拘束条件によっては温度応力の発生

が考えられる。骨材は造岩鉱物の種類や生成時に熱作用を受けたかどうかによって異なるが，一

般には高温の熱を受けて膨張する傾向を示す6）。廃棄体発熱により発生する熱応力解析を実施し

た例では，結晶質岩系岩盤（幌型処分坑道）の構造躯体は温度上昇よって等方的に膨張し，縦方
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向，横方向とも約5mm伸びるように変形し，堆積岩系岩盤（円形処分坑道）では 大で約2mm変形

するが，処分施設の安定性に対しては影響を及ぼさないとの結果が得られている1）。 

 

4.1.7 鋼材，鉄筋の腐食による変化 

鋼材を使用した構造躯体やセメント系材料の構造躯体中の鉄筋は，腐食による体積膨張を生じ，

その結果局部的な応力を発生し構造躯体を損傷させることが考えられる。 
 

4.1.8 透水特性への影響 

セメント系材料の場合，健全な状態で10-12m/s程度の難透水性を有している6）。構造躯体の応力・

変形は，その透水係数に影響を及ぼすことが考えられる。応力状態によりひび割れの発生が異な

り，透水係数は変化することが予想されるが，現状では透水係数と応力状態に対する知見はほと

んどない。ただし，構造躯体が応力を受けて変形した結果，ひび割れが生じ透水係数が増大する

ことや長期的に変質することを想定しても，細粒砂の透水係数10-5m/s程度を上回ることはないと

考えられる1）。 

 

4.1.9 透気経路への影響 

構造躯体の応力が，構造躯体の耐力を上回りひび割れが発生した場合，ひび割れはガスの透気

経路ともなり，ガスの蓄圧はしないと考えられる7）。 

 

4.2 経時変化予測 

構造躯体の応力状態は，温度上昇に伴う熱膨張の拘束，再冠水にともなう間隙水圧の変化，ベ

ントナイト系材料の膨潤圧，岩盤のクリープ変形，ガスの蓄圧，廃棄体・充填材などセメント系

材料中の鉱物溶解に伴う質量減少，Ca 成分等の溶出による体積減少・形状変化，鋼材（鉄筋）の

腐食などの影響を受けて変化する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

構造躯体に発生する応力やそれに伴う変形は，物理的に接する充填材や緩衝材からの応力の相

互作用を受けるが，それらの応力は，処分場のバリアシステムを構成する部位全体に関わる物理

的要因（緩衝材の膨潤圧，岩盤の地圧等），化学的要因（廃棄体の腐食，セメント溶出，ベントナ

イト変質），熱的要因（廃棄体発熱，地熱）など様々な現象により複雑な影響を受ける。構造躯体

に発生する応力や変形はこれらの影響により確実に発生するが，その程度を精緻に予測すること

は極めて難しいと考えられる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

構造躯体の応力やその応力に対応した変形は，構造躯体の力学特性により規定される。セメン
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ト系材料の構造躯体の場合，この力学特性は，長期的にはセメント系材料の変質により変化する

が，この力学特性の変化についての知見やデータは，現状では十分とは言えない状況である。 

 

＜参考文献＞ 
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ＳＭ－０４：構造躯体での亀裂発生 

 
１．名称 
構造躯体での亀裂発生（SM-04） 

 
２．概要 
構造躯体の候補材料としては，セメント系材料(鉄筋コンクリート)と鋼材が考えられている。

安全確保の要件に関しては，両材料とも満足する性能を有している。現状では，幌型の処分坑道

に対しては鉄筋コンクリート，円型の処分坑道に対しては鋼材を使用することが想定されている

1）。 

構造躯体には，廃棄体，充填材，緩衝材，境界領域との力学的な相互作用により応力が発生し，

その応力に対応した変形が生じる。その応力が構造躯体の耐力を上回るとひび割れなどが発生す

る。また，構造躯体が鋼材の場合は鋼材の腐食による亀裂，セメント系材料の構造躯体の場合は

施工時の水和熱による温度ひび割れや経時的変質又は鉄筋の腐食によるひび割れなどが発生する。

ひび割れや亀裂によって構造躯体の透水性の増加，力学特性の低下などが生じると想定される。 
 
３．安全性への影響機構 
構造躯体には，物理的に接する充填材，緩衝材から応力が作用し，その応力が構造躯体の耐力

を上回るとひび割れなどが発生する。構造躯体のひび割れは，構造躯体自身の強度や剛性などの

力学特性や透水係数などの水理特性に影響を与える。ひび割れにより構造躯体の強度や剛性が低

下した場合，隣接する充填材や緩衝材の応力状態に影響を与え，充填材や緩衝材の変形やひび割

れの発生にも影響を与える可能性がある。また，構造躯体のひび割れ部分は透水性が高くなるた

め，卓越した核種移行経路となる可能性も考えられる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 ひび割れの発生要因 
構造躯体（セメント系材料）のひび割れ発生の要因として以下のものが挙げられる。 

①セメントの水和反応に伴う発熱に起因した温度ひび割れ 
②廃棄体発熱による温度ひび割れ 
③セメント鉱物と地下水中の硫酸イオンとの反応に伴うエトリンガイト生成に起因した，

体積膨張によるひび割れ2）

④鉄筋の腐食に起因するひび割れ 
⑤セメント成分の溶出・空隙率増加による強度低下に起因するひび割れ 
⑥廃棄体成分の溶出，膨潤圧，クリープ変形，ガス圧など外部から作用する応力変化に伴

うひび割れ 
 
4.1.2 水和熱によるひび割れ 

適切な材料と施工方法を選定することにより水和熱を抑制することができるが，現段階では構
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造躯体に用いる材料，配合などの詳細な検討は行われていない。 
 

4.1.3 外部からの作用によるひび割れ 

廃棄体成分の溶出，膨潤圧，クリープ変形，ガス圧など構造躯体外部から作用する応力によっ

て構造躯体の応力が変化し，ひび割れが生じる可能性がある。第 1次TRUレポート1）においてそれ

ぞれ個別に検討した結果，構造躯体の応力変化は小さいことからひび割れが生じる可能性も低い

と考えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

セメント系材料の構造躯体は，経時的に内部のセメント鉱物が地下水へと溶解して地下水中の

イオンと反応し変質することで，構造躯体にはひび割れが発生したり多孔質化するなどの変化が

生じる。このひび割れや多孔質化により透水係数が増大し，処分場の水理特性に影響を及ぼす可

能性がある。また，ひび割れの発生で透気性が増大し，ガスの蓄圧状況が変化する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
構造躯体に発生する応力やそれに伴う変形は，物理的に接する充填材や緩衝材からの応力の相

互作用を受けるが，それらの応力は，処分場のバリアシステムを構成する部位全体に関わる物理

的要因（緩衝材の膨潤圧，岩盤の地圧等），化学的要因（廃棄体の腐食，セメント成分の溶出，ベ

ントナイト変質），熱的要因（廃棄体発熱，地熱）など様々な現象により複雑な影響を受ける。構

造躯体に発生する応力や変形はこれらの影響により確実に発生するが，その程度を精緻に予測す

ることは極めて難しいと考えられる。 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

構造躯体のひび割れは，作用する応力が構造躯体のもつ強度を上回ることで発生する。この強

度などの力学特性は，長期的にはセメント系材料の変質により変化するが，この変化についての

知見やデータは，現状では十分とは言えない状況である。 

また，長期的な安全性の評価において構造躯体の止水性を考慮するためには，ひび割れが発生

した後の透水特性の評価が必要となり，その評価手法の適用性の検討，開発が必要である。 
 

＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム（2000）：TRU 廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業

連合会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] たとえば，土木学会コンクリート委員会（2003）：コンクリートの化学的侵食・溶脱に関す

る研究の現状，コンクリート技術シリーズ No.53，p.18． 
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ＳＭ－０５：構造躯体の移動・沈下 

 
１.名称 

構造躯体の移動・沈下（SM-05） 

 
２.概要 

構造躯体は，処分する廃棄体の種類，坑道の形状によって緩衝材上又は岩盤上に設置される。

廃棄体，充填材，緩衝材などとともに人工バリアを構成する構造躯体は，力学的に安定している

ことが前提であり，また，その設置に伴い周辺岩盤の特性に力学的影響を与えないことが確認さ

れる必要がある。 

構造躯体は，設置後に廃棄体，充填材・埋戻し材の載荷重，岩盤の長期クリープ変形による応

力，再冠水による水圧，廃棄体の熱による応力，緩衝材が設置される場合は緩衝材の膨潤圧や構

造躯体底部緩衝材の圧密変形の影響を受け，移動や沈下を生じることが考えられる。この構造躯

体の移動・沈下は，廃棄体，充填材，緩衝材の水理特性，力学特性に変化を与える可能性がある1)。 

 

３.安全性への影響機構 
構造躯体の底部に緩衝材が設置される場合，底部緩衝材には構造躯体の設置，廃棄体の定置，

充填材の充填，側部及び上部緩衝材の設置，埋戻し材の設置による荷重が作用する。更に，再冠

水後には膨潤圧が作用する。 

緩衝材に用いられるベントナイトは，他の土質材料と同様に長期的に荷重が載荷されると圧

密・クリープ変形を引き起こす。構造躯体底部の緩衝材は，構造躯体からの作用荷重に対して支

持力が不足し破壊に至る可能性も考えられる。これら構造躯体底部の緩衝材の圧密・クリープ変

形や支持力不足による破壊は，構造躯体の移動・沈下を引き起こし，核種移行距離の減少，拡散

場の維持や構造躯体の安定支持の確保ができなくなるなど性能評価上の問題が生じることが考え

られる1）2)。 

幌型の坑道で緩衝材を設置しない場合は，構造躯体は岩盤上に直接設置される。この場合，岩

盤は弾性変形が生じると考えられるが，岩盤の剛性が十分に大きいと想定されることから，その

沈下量は小さくほとんど影響はないと考えられる。 
 
４.理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 施工ステップを考慮した底部緩衝材の状態 
底部緩衝材を設置する場合，構造躯体の移動・沈下は底部緩衝材の影響を受けて生じる。その

底部緩衝材は，経時的に以下のような状態となることが想定される。 

・STEP-1 処分坑道の掘削が完了し，底部緩衝材を設置した状態 

・STEP-2 構造躯体を構築，廃棄体を定置し，不飽和の底部緩衝材に荷重が作用する状態 

・STEP-3 処分システムの閉鎖が完了し，不飽和の底部緩衝材に荷重が作用する状態 

・STEP-4 再冠水してから時間が経過し，底部，側部，上部の緩衝材がそれぞれ膨潤する状態 

STEP-2 では，荷重載荷により構造躯体の初期沈下が生じる。側部緩衝材が施工されていないた
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め，塑性流動を伴う破壊（絞り出し破壊）が生じる可能性がある。 

STEP-3 では，緩衝材に作用する荷重が増大するため構造躯体の沈下は STEP-2 より増加する。

側部緩衝材が施工されるため，STEP-2 の状態より塑性流動の発生は拘束される。 

STEP-4 では，緩衝材に作用する荷重は浮力の作用で減少する。一方，緩衝材が飽和することで

強度が低下し，支持力は減少した状態となる。また，弾性係数も小さくなる。 

以上のように，底部緩衝材を設置する場合，構造躯体の移動・沈下に及ぼす影響は経時的に異

なると考えられる。また，この構造躯体の移動・沈下により，廃棄体，充填材，周辺岩盤及び側

面や上部の緩衝材に応力集中，変形・ひび割れを生じさせ，それらの水理特性，力学特性に影響

を及ぼすことが考えられる。 

 

4.1.2 底部緩衝材の支持力 

底部緩衝材の支持力を決定する破壊モードは，底部緩衝材の厚さや荷重載荷幅の相対関係で異

なり，せん断破壊モードと絞り出し破壊モードが考えられている。深沢ら2)は，想定した処分場

（幅 20m，高さ 35m，底部ベントナイト層厚 1.0m）を対象に，処分システムの閉鎖完了時の状態

と再冠水後以降（時間が経過しベントナイトが膨潤）の状態について支持力の検討を行った。そ

の結果として，想定した処分場では，支持力に対する健全性は維持できるという評価を得ている。 

 
表 1 支持力検討結果 

許容支持力 (MPa) 
状態 

作用荷重 
(MPa) 乾燥密度 

1.6Mg/m3
乾燥密度 
1.8Mg/m3

判定 

閉鎖完了

時 
0.9 2.15 6.45 ok 

再冠水以

降 
0.6 0.81 5.59 ok 

 
4.1.3 底部緩衝材の沈下量 

廃棄体，充填材，構造躯体などの重量によって底部緩衝材が変形沈下する。変形沈下量の解析

には，経時的に異なる底部緩衝材の状態のモデル化が必要である。 

 

(1)深沢らの検討2)

 深沢らは，想定した処分場(4.1.2 と同じ)を対象に，閉鎖完了時と再冠水以降での底部緩衝

材の沈下量を検討している。沈下量は，初期沈下量，クリープ沈下量，圧密沈下量に分けて検

討している。各沈下量は以下の方法で算定している。 

・初期沈下量  ：底部緩衝材を弾性体として算定。 

・クリープ沈下量：鈴木ら3）によると，不飽和粘土の場合は初期に比較的大きな沈下を生じ，

それに引き続きクリープ沈下が現れ，圧密沈下は無視することができる。

そして，設計上 終沈下量は初期沈下量の 2～4倍を見込めばよいとしてい

る。従って，クリープ沈下量は，初期沈下量の 1～3倍として算定する。 
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・圧密沈下量  ：一次圧密沈下量として算定。 

算定結果を表 2に示す。 

 

表 2 沈下量検討結果 

沈下量(cm) 
状態 

乾燥密
度 

(Mg/m3) 初期沈下量 
クリープ沈下

量 
圧密沈下量 総沈下量 

1.6 0.45 0.45～1.35 － 0.90～1.80 閉鎖完了

時 1.8 0.18 0.18～0.54 － 0.36～0.72 

1.6 3.00 － 0.00 *1 3.00 再冠水以

降 1.8 0.60 － 0.00*1 0.60 

＊1：作用荷重が圧密降伏応力を下回るため，圧密沈下は生じない。 

 
 底部緩衝材が不飽和状態である閉鎖完了時，飽和状態である再冠水以降の 大沈下量は，そ

れぞれ 1.80cm，3.00cm であり，本検討で想定している底部緩衝材厚 100mm と比較すると僅かで

あるとしている。 

 

(2) 小関らの検討4)

 小関らは廃棄体，構造躯体（コンクリートピット）及び上部緩衝材の荷重が，処分場の閉鎖

後に底部緩衝材に作用する圧密沈下現象として，関口・太田の弾塑性モデルを用いた有限要素

法解析を実施している。 

 解析に用いた物性値は，Na型ベントナイトのクニゲルV1(乾燥密度：γd=1.8Mg/m
3)の値を用

いている。また，解析モデルは，本検討で想定している幌型処分坑道底部緩衝材に従い，厚さ

1.0m，幅 10.65mとしている。解析結果を表 3に示す。 

 

表 3 圧密解析結果 

 ケース1(弾塑性1次元解

析) 

ケース2(弾塑性2次元解

析) 

終沈下量 5.6mm 5.7mm 

圧密時間ｔ95 9.6 年 9.8 年 

圧密時間ｔ95は，圧密度 95%時の圧密時間を表す。 

 
(3)第 1 次TRUレポートの検討1)

 第 1 次 TRU レポートでは，廃棄体，充填材，構造躯体などの重量が処分場の閉鎖後に底部緩

衝材に作用する圧密沈下現象として，底部緩衝材の変形沈下量を解析している。解析モデルは，

圧密による岩盤の変形は少ないと考え，緩衝材と廃棄体のみをモデル化し，岩盤，支保工はモ

デル化していない。解析は，想定した処分場に従い，堆積岩系岩盤（円型処分坑道）の場合と

結晶質岩系岩盤（幌型処分坑道）について行っている。 

 終沈下量は，堆積岩系岩盤の場合で 16mm 程度，結晶質岩系岩盤の場合で 57mm 程度であり，
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いずれの場合も圧密沈下は約 1000 年で収束していて，その値は初期緩衝材厚さに比べ小さい。 

 

4.2 経時変化予測 
 構造躯体の移動沈下は，長期的に発生する現象であるが，既往の検討事例では，その移動沈下

量は小さいと考えられる。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
 特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

再冠水後，飽和状態におけるベントナイトは，セメント成分による変質やモンモリロナイトの

溶出現象などにより，その力学・水理特性が変化する。現状の沈下量の予測計算では，これらの

ベントナイトの経時変化を考慮していない。 
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ＳＭ－０６：鉄筋の腐食膨張 

 
１．名称 
鉄筋の腐食膨張（SM-06） 

 
２．概要 
セメント系材料で使用している鉄筋（鋼材）は，地下水と接触した時点から腐食が促進される。

鉄筋は腐食に伴い体積膨張するため，構造躯体などのセメント系材料にひび割れを発生させるこ

とが考えられる。このひび割れに起因して，セメント系材料の強度低下，空隙率の増加，透水性

の増加，密度の低下などが想定される1）。 

 

３．安全性への影響機構 
鉄筋は，処分場に酸素が存在する初期には酸化し，酸素が消費された後はアルカリ腐食する。

腐食により，鉄筋の体積は膨張して構造躯体にひび割れを発生させ，コンクリート材料（構造躯

体）の力学特性，空隙特性，水理特性などを変化させる可能性がある。これらの変化は構造躯体

に隣接する充填材及び緩衝材の応力にも影響を与え，充填材や緩衝材に変形及びひび割れなどを

発生させる可能性がある。また，構造躯体に発生したひび割れは，高透水部となり，顕著な核種

移行経路を形成する可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 還元性雰囲気と酸化性雰囲気 
構造躯体が鋼材であった場合，鋼材と緩衝材の境界部分において鋼材の腐食が進行する。再冠

水直後は緩衝材中の酸素（間隙及びベントナイト表面に吸着している）が間隙水中に溶出し，鋼

材を腐食する2）。しかし，酸素はごく初期に消費され，鋼材の腐食生成物により間隙水は還元性

となる。還元性環境下では鋼材の金属腐食反応が進行し，水素を発生する。 

 

4.1.2 腐食膨張 

鉄筋は，腐食により約 2.5 倍に体積膨張する。この時の膨張圧によってコンクリートにひび割

れやはく離を生じさせる3）。 

 

4.1.3 腐食速度 

酸素が供給される環境において塩化物イオンが存在すると，鉄筋の腐食は加速される4）。逆に，

セメント成分の影響により間隙水は長期間高pH環境が維持され，鉄筋の腐食を抑制する。 

 
4.2 経時変化予測 

鉄筋の腐食は地下水と接触してから進行するが，セメント系材料が地下水で飽和した後は酸素

の供給が制限されるため，水の還元による鉄筋の嫌気性腐食が進行するものと想定される。鉄筋

の腐食に伴う膨張により構造躯体にひび割れが発生することが考えられ，構造躯体の力学特性，
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水理特性の変化が想定される。また，充填材や緩衝材の応力が変化する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
鉄筋の腐食は，かぶりの厚さや地下水環境等によって影響を受けるため，これらの影響の程度

により腐食の進行が変化する。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

 特になし。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム（2000）：TRU 廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業

連合会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] Simpson, I.P. and Vallotton, P.H. (1986): Experiments on Container Materials for Swiss 

High-Level Waste Disposal Projects PartIII, Nagra technical report 86-25. 

[3] 日本コンクリート工学協会（1996）：コンクリート便覧［第二版］． 

[4] 船戸已知雄，田代利明（1992）：コンクリートの耐久性と化学の基礎，セメント新聞社． 
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ＳＣ－０１：構造躯体の化学特性 
 
１．名称 
構造躯体の化学特性（SC-01） 

 
２．概要 
構造躯体には鉄筋コンクリートと鋼材が候補材料として検討されているが，本 FEP では鋼材の

化学特性は鉄筋の化学特性に含まれると考え，鉄筋コンクリートを使用した場合について記載す

る。 

鉄筋コンクリートは，材料の観点からは鉄筋とそれを取り囲むセメント系材料に区別できる。

構造躯体の化学特性は，鉄筋と鉄筋の周囲に打ち込まれるコンクリートにより決まり，コンクリ

ートの化学特性はセメントの材料とその水和過程によって変化する。 

構造躯体の化学特性は，構造躯体中の空隙構造を決定することから透水係数，拡散係数，強度

に影響し，また構造躯体中の吸着サイトの電気化学的な状態を決定することから構造躯体の収着

特性に影響する。 
 

３．安全性への影響機構 
鉄筋コンクリートは，鉄筋の骨組みと鉄筋を覆うセメント系材料から成っており，鉄筋に使用

される鉄材料と打ち込まれるセメント系材料に使用される材料の種類及び打ち込み時の養生条件

により， 終的に得られる鉄筋コンクリートの化学特性が決定される。鉄筋に関しては地上構造

物の場合，炭素鋼が広く用いられており，特殊な耐食性鋼材等が用いられない場合には鉄として

の化学特性をもつと考えられる。セメント系に関してはクリンカーの性質，打ち込み時のセメン

ト，水，骨材の比率（W/C 比も含まれる）により水和反応後のセメント水和物の種類，鉱物の割

合が変化するとともにセメント系材料中の空隙構造，セメント鉱物の表面状態の違いが生じる。

その結果生じた構造躯体の化学特性の違いは，構造躯体の力学特性，水理特性，物質移行特性に

影響し，その結果核種移行に影響する。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料の概要 
セメント系材料は，一般にはセメント，水，骨材によって成り立っており（図 1），材料を良く

練り混ぜ養生すると水とセメントの水和反応により硬化して強度を発現する。 

セメントにはポルトランドセメントが広く用いられており，ポルトランドセメントの製造には，

主成分である石灰の供給源である石灰石と石灰と化合して組成鉱物を構成するシリカ，アルミナ，

酸化鉄の供給源である粘土質原料，珪酸質原料，酸化鉄原料，またセメントの凝結時間調節のた

めに混合される石膏が必要となる。 

ポルトランドセメントの製造工程を図 2に示す。ポルトランドセメントの製造工程は，大きく

分けて①原料工程，②焼生工程，③冷却工程，④仕上工程，⑤出荷工程に分かれる。原料工程で

は，酸化カルシウムを主成分とする石灰質原料約 80%とシリカ，アルミナ，酸化鉄を含む粘土質

原料，珪酸質原料，酸化鉄原料の混合物約 20%を調合する。焼成工程では，調合原料をロータリ
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ーキルンにより 1450℃～1500℃で焼成され，急冷工程において急冷される。得られた焼成物はク

リンカーと呼ばれている。仕上工程では，クリンカーに凝結時間を調整するため石膏が適量（3

～4%）加えられ，粉砕機により粉砕される。粉砕物は出荷工程で出荷される。 

ポルトランドセメントは我が国の規格（JIS R 5210-1978）で普通，早強，超早強，中庸熱，

耐硫酸塩の５種類に区分されるが，それぞれの性質は製造工程に大きな差異がなく，セメント鉱

物の組成とそれに起因する物理的性質の違いによっている。 

ポルトランドセメントの主成分はCaO，SiO2，Al2O3，Fe2O3である。ポルトランドセメントの化

学成分例は表 1に示す1)。 

セメント系材料の性質はクリンカーの性質によって大きな影響を受ける。クリンカー鉱物は，

セメントの焼成工程における昇温時の半溶融状態の熱力学反応とその後の急冷過程によって生

成される。焼成工程において生じる主な化学反応を温度別に表 2に示す。 

セメントは基本的にCaO，SiO2，Al2O3，Fe2O3の４成分で全体の 96～98%を占めており，それぞれ

C，S，A，Fと略記することが多い。普通ポルトランドセメントの主要成分は，エーライト（3CaO・

SiO2，C3Sと略記）が 45～60%，ビーライト（2CaO・SiO2，C2Sと略記）が 15～30%で全体の約 70～

80%を占め，残りをカルシウムアルミネ－ト（3CaO・Al2O3，C3Aと略記），カルシウムアルミノフェ

ライト（4CaO・Al2O3，C4AFと略記）が占める。 

ここまでポルトランドセメントについて述べたが，セメントにはポルトランドセメントの他に，

コンクリートの品質，改善を目的として高炉スラグ，シリカフューム，フライアッシュ等の混和

材料を加える場合があり，それぞれ高炉セメント，シリカセメント，フライアッシュセメントと

して日本工業規格（JIS）に規格化されている（充填材の化学特性を参照）。 

また高アルカリ環境下における緩衝材の劣化，鉄筋等の鉄材料の腐食及びそれに付随して生じ

るガス発生量の増加に対する懸念から低アルカリ性セメントの開発が行われている。核燃料サイ

クル開発機構ではポルトランドセメントにシリカフュームを多量に加えた材料（HFSC）が検討さ

れている2)。また電力中央研究所ではセメント原材料からクリンカーを得る焼成過程を変更し，

更にシリカフュームを加えた材料（LAC）が検討されている3)。いずれの材料もセメント水和物中

の水酸化カルシウムの低減を目標としており，pHが 10～11 の範囲となる材料であることが確認

されている。ただしこれらの試験は現在進行中の研究である。 

 

 

図 1 コンクリート材料の構成率（絶対容積百分率）4) 
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図 2 ポルトランドセメントの製造工程1) 

表 1 ポルトランドセメントの成分例1)
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表 2 原料混合物の焼成過程における主な反応1)

 

 
4.1.2 骨材の概要 

充填材への使用が検討されているモルタル同様，構造躯体への使用が検討されている鉄筋コン

クリートに対しても骨材が添加される。骨材には天然の砂，砂利や砕石の他に膨張性けつ岩など

を焼成して作成した人工骨材等が用いられる。 

コンクリートには細骨材と供に粗骨材も添加される。細骨材と粗骨材の区分には建築工事標準

仕様書（JASS 5）及びコンクリート標準示方書（RC示方書）において定義されているが，コンク

リートの示方配合では，5mmふるいを通るものを全て細骨材，5mmふるいを留まるものを全て粗骨

材としている1)。 

 

4.1.3 セメント系材料の水和反応と化学的機構 

セメントに水を加えて良く混合した後養生すると，次第に変形することが出来なくなり（凝結），

時間が経過すると更に強固になる（硬化）。これはセメント中の鉱物が水が水和反応することに

よりセメント水和物を生成するためである。セメントの水和反応の結果得られる硬化体には，セ

メント水和物だけではなく，様々な要因による空隙が存在する。 

セメント水和物の形状・性質は，セメント鉱物，養生条件により異なる。以下にセメント水和

物について述べる。 

(1) CaO-SiO2-H2O系水和物 

ポルトランドセメントの水和反応により生成されるC-S-Hゲルとポルトランダイト（Ca(OH)2）

が含まれる。C-S-Hゲルは，エーライト（C3S）とビーライト（C2S）の水和反応においてポルト

ランダイトの生成とともに生じる低結晶性の水和物である。エーライトとビーライトの水和反
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応の化学反応式を次式に示す。ただし生成されるC-S-Hゲルは種々の化学量論比をとるため次

式は一例である。 

エーライト 

 2[3CaO・SiO2] + 6H2O → 3CaO・2SiO2・3H2O + 3Ca(OH)2

   エーライト     水    ｶﾙｼｳﾑｼﾘｹｰﾄ水和物(C-S-H) ポルトランダイト 

ビーライト 

 2[2CaO・SiO2] + 4H2O → 3CaO・2SiO2・3H2O + Ca(OH)2 

   ビーライト     水    ｶﾙｼｳﾑｼﾘｹｰﾄ水和物(C-S-H) ポルトランダイト 

a. ポルトランダイト（Ca(OH)2） 

Ca(OH)2の結晶は，三方晶系で８面体の相構造をもつ。通常初期材齢では六角板状となり，

長期材齢（数ヶ月後）においては層状の積層構造を形成する（図 3）。 

 

 

初期材齢                 長期材齢 

図 3 ポルトランダイトの SEM 写真 

b. C-S-H ゲル 

C-S-Hゲルは，CaO/SiO2比（以下，C/S比と略記）及び形態によって分類される。C/S比に

よる分類では，C/S比 0.8～1.5 がC-S-H（Ⅰ），C/S比 1.5～2.0 がC-S-H（Ⅱ）の２種類に分

類される。この分類法は，比較的結晶性が良くＸ線回折により回折ピークが得られる場合

に適用されることが多い。形態による分類では，水和過程の幾つかの段階に従いTypeⅠ～

TypeⅣの４種類に分類される（表 3，図 4）。 

 

表 3 C-S-H 形態の分類 

生成時期 

（注水後） 

早期 

（数分） 

中期 

（数時間） 

後期 

（数日） 

名称 TypeⅡ TypeⅠ TypeⅢ TypeⅣ 

形態 
二次元網状 

または蜂の巣状
繊維状 

三次元 

等寸法状 
密実なゲル状 
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                  Type Ⅰ                            Type Ⅱ 

 

 

Type Ⅲ 

図 4 C-S-H ゲルの SEM 写真 

 

(2) CaO・Al2O3・CaSO4・H2O系水和物 

セメント鉱物中のカルシウムアルミネ－ト（C3A）またはカルシウムアルミノフェライト

（C4AF）の水和反応により，エトリンガイト（3CaO・Al2O3・32H2O，C3A・3CaSO4・32H2Oと略記）

とモノサルフェート水和物（3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O，C3A・CaSO4・12H2Oと略記）が生成さ

れる。カルシウムアルミネ－トとカルシウムアルミノフェライトの水和反応による化学反応式

は次式で示される。 

カルシウムアルミネ－ト 

石膏が存在する場合，次の反応によりエトリンガイトとモノサルフェート水和物を生成す

る。 

3CaO・Al2O3 + 3CaSO4 + 32H2O → 3CaO・Al2O3・3CaSO4・32H2O 

ｶﾙｼｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ   石膏    水             エトリンガイト 

3CaO・Al2O3 + CaSO4 + 14H2O → 3CaO・Al2O3・CaSO4・14H2O 

ｶﾙｼｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ     石膏      水             モノサルフェート水和物 

カルシウムアルミノフェライト 
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4CaO・Al2O3・Fe2O3 + 3Ca(OH)2 + 10H2O → 3CaO・Al2O3・6H2O  

ｶﾙｼｳﾑｱﾙﾐﾉﾌｪﾗｲﾄ    水酸化ｶﾙｼｳﾑ    水       ｶﾙｼｳﾑｱﾙﾐﾈｰﾄ水和物 

+ 3CaO・Fe2O3・6H2O 

ｶﾙｼｳﾑﾌｪﾗｲﾄ水和物 

 

a. エトリンガイト 

化学組成は 3CaO・A2O3・3CaSO4・32H2Oで表されるが，実際には固溶体を形成し，AlはTi，

Mn，Feと容易に置換し，SO4
2-はCrO4

2-，AsO4
3-，Cl-，NO3

-，CO3
2-と置換する。一般的にc軸方

向に伸長した長さ 1～2μm程度の六角柱状となる（図 5）。 

 

 

図 5 エトリンガイトの SEM 写真 

 

b. モノサルフェート水和物 

エトリンガイトの生成により硬化体の間隙水中に存在するSO4
2-イオンが注水後 10 時間で

消失する。間隙水中のSO4
2-イオンがなくなると，エトリンガイトと未水和の間隙質の反応に

より，モノサルフェート水和物が生じる。エトリンガイトと同様に固溶体を形成し，AlはTi，

Mn，Feと容易に置換し，SO4
2-の代わりにAsO4

3-，Cl-なども入る。六角板状であり，「ガード

ハウス構造」と呼ばれるトランプのカードを組み合わせた様な構造を形成することが多い

（図 6）。 
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図 6 モノサルフェート水和物の SEM 写真 

 

c. 二水石膏 

半水石膏（CaSO4・1/2H2O）が水に溶解し，析出，凝結，硬化することによって生成するこ

とが知られている。しかしカルシウムアルミネート及びカルシウムアルミノフェライトの間

隙質が存在する場合には，エトリンガイト，モノサルフェート水和物を生成する。 

(3) CaO・Al2O3・H2O系水和物 

この系はハイドロガーネット系鉱物として存在しており，代表的なセメント水和物として

はCAH10（ここでH2OをHと略す），C2AH8，C3AH6，C4AH19が知られている。 

(4) CaO・Al2O3・SiO2・H2O系水和物 

この系はゲーレナイトハイドレート系鉱物として存在しており，代表的なセメント鉱物と

してC2ASH8が知られている。 

 
4.1.4 鉄筋の種類 

一般の鉄筋コンクリートには炭素鋼が広く用いられており，材料中には例えば Si，Mn，P，S

等が含まれている。炭素鋼に含まれる炭素は少量の含有量の変化によって性質を著しく変化させ

るが，その他の元素は炭素に比べ性質に与える影響は小さい。また炭素鋼に Cr や Ni を添加した

ステンレス鋼などの合金鋼なども存在する。 

鉄筋には材質，形状，強度レベルから表 4，表 5 の分類がされている。鉄筋には鋼材製造上生

じる鋼屑，レール等を原料とした再生棒鋼も用いられている1)。 
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表 4 鉄筋コンクリート用棒鋼の分類（JIS G 3112） 

 

 

 

表 5 鉄筋コンクリート用再生棒鋼の分類（JIS G 3117） 

 

 
4.1.5 セメント系材料の初期水和生成物のモデル化 

セメント水和物の生成量については，Atkinson5)ら，Berner6)，Glasser7)及び田熊ら8)によって

その方法が報告されている。これらの方法は，アルミニウムを含有するセメント水和物の取扱い

方法が異なっている（表 6）。 

Atkinsonは，アルミニウムを含有するセメント水和物としてエトリンガイト及びハイドロガー

ネットを設定している。Bernerは，モノサルフェート相及びハイドロガーネット，Glasserはハイ

ドロタルサイト及びモノサルフェート相，田熊らはモノサルフェート相及びギプサイトを設定し

ている。また三原らのセメント水和物の溶出試験においては，浸出試験前のセメント水和物の分

析によってモノサルフェート及びエトリンガイトが共存することを報告しており，アルミニウム
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を含有するセメント水和物は，セメントが水和した後の化学的条件によって異なると考えられて

いる9)。 

 

4.1.6 セメント系材料の変遷に関するモデル化 

セメント系材料は多種類のセメント鉱物により構成されており，その化学特性はセメント系材

料の空隙構造，吸着性能の観点から核種閉じ込め性能に関連した重要な情報である。セメント系

材料の吸着性能は分配係数によって表現でき，セメント系材料の分配係数は，それを構成するセ

メント鉱物の吸着性能の総和として考えることができる。セメント系材料の分配係数に関しては，

セメント系材料の劣化や硝酸塩などの外的要因に関連した試験研究によりデータが取得されて

いる。一方セメント系材料の劣化機構に関しては，MOCTAC，PhreeqCの様な地球化学的な計算コ

ードを用いたモデル化が実施されており，放射性核種の移行現象に関連した解析が実施されてい

る10) )11 。 

表 6 各文献におけるセメント水和物の設定方法の違い 

 
 

4.2 経時変化予測 

セメント系材料は長期的には地下水成分との反応，セメント鉱物の溶解等により劣化するもの

と考えられている。その劣化に対しては，評価モデルが幾つかのアプローチをとって構築されて

いる。またセメント系材料の劣化を対象とした室内試験が継続して実施されている。しかしなが

ら，それらの経時変化については知見が乏しく，結論には至っていない。 

また鉄筋の腐食に関しては，セメント水和物の溶解に伴い構造躯体中の地下水が高pHとなるこ

とから鉄筋の腐食速度は緩やかであると考えられている。第１次TRUレポート9)では，鉄筋の腐食

に伴うコンクリートのひび割れへの懸念からコンクリートにひび割れが生じるまでの時間が算定

されており，その算定においては鉄筋の腐食速度を 0.5μm/yとし，コンクリートの強度等が影響

を受ける鉄筋の腐食量を 300～400μmとする設定がされ，その結果コンクリートにひび割れが生

じるまでの時間として 600～800 年が見積もられている。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

セメント系材料に関するナチュラルアナログ研究は例えばヨルダンのマカリンにおける研究が

有名であるが，それらはセメント系材料と地下水との反応やセメント系材料の変質に着目してい

る場合が多い。ただし長期の材齢を経たセメント系材料の水和物の状態に着目した事例は存在す

る。例えば小樽港の南防波堤（1899 年建設）と北防波堤（1909 年建設）より採取したコンクリー

トコアを調査した事例12)では，コアの発熱速度が測定され未水和のアルミネート，フェライトが

比較的多く存在していることが推定されている。ただし調査対象となったコンクリートは，水-

セメント比が現在使用されているセメント系材料とは大きく異なっているため，その適用につい

ては注意を要する。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ セメント水和物の生成量のモデル化では，特にアルミニウムを含有する水和物については

化学条件によって異なる生成物となる可能性がある。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ セメント鉱物の熱力学データに関しては不足しており，文献調査や試験検討が現在におい

ても進められている。 
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ＳＣ－０２：構造躯体での溶質移動 
 
１．名称 
構造躯体での溶質移動（SC-02） 

 
２．概要 
構造躯体中の溶質には，地下水中にもともと溶存するイオン種の他に充填材や緩衝材からの溶

出イオン，廃棄物から溶解した硫酸塩，硝酸塩などの人工バリアを変質する可能性があるイオン

種，鋼材の腐食の要因となる溶存酸素がある。これらの溶質は主に移流・分散，拡散現象によっ

て移動するものと考えられるが，溶質が高濃度で存在した場合や発熱性の廃棄物の影響により構

造躯体中の間隙水に密度差が生じた場合には，密度流や熱対流を生じ溶質の移動方向が変化する

可能性がある。また溶質はその種類によっては構造躯体に収着され，また構造躯体との反応によ

り沈殿する可能性がある。これらの溶質が移動することにより構造躯体では，セメント系材料の

変質や鉄筋もしくは鋼材の腐食を促進する可能性がある。また構造躯体に境界を接する充填材や

緩衝材の変質を促進する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
構造躯体には処分坑道径の違いによって鉄筋コンクリートもしくは鋼材が候補材料として検

討されている。構造躯体に鉄筋コンクリートを使用した場合，溶質の移動はセメント系材料中に

存在する間隙やひび割れ内において起きると考えられる。構造躯体に鋼材を使用した場合には，

長期的な腐食によって生じた食孔などの空隙内で起きると考えられる。また鋼材と充填材の界面

では，鋼材中の腐食生成物が溶質の移動経路となる可能性がある。 

構造躯体での溶質移動はドライビングフォースの違いにより， 

・ 地下水流動による移流・分散 

・ 濃度勾配による拡散 

・ 地下水の密度差による密度流 

・ 温度差による熱対流 

の４種類が考えられ，溶質の移行する速度に影響する。上記の４種類のうち構造躯体中に限っ

た溶質の移行に関しては，移流・分散と拡散が主である。周辺岩盤よりも十分低透水性の緩衝材

を施工する施設では，構造躯体中の地下水流速は極めて遅くなるため，拡散が溶質の移動に対し

て重要となる。緩衝材を施工しない施設でも構造躯体が低透水性を担保する処分施設閉鎖後の初

期においては拡散が溶質移動に対して重要となる。一方，緩衝材を施工する施設で変質などの要

因により緩衝材の低透水性が担保できない場合や，緩衝材を施工していない施設で構造躯体がひ

び割れの発生などにより低透水性を担保できない場合には，構造躯体中の地下水流速が速くなり

移流・分散が重要となる可能性がある。 

構造躯体の間隙水には，地下水中にもともと溶存するイオンが存在する。構造躯体に鉄筋コン

クリートが使用された場合には，セメント系材料に含まれるK+，Na+といったアルカリ成分やCa2+が

溶解する。また廃棄体から溶出した硫酸イオンや硝酸イオンが，充填材を通過して構造躯体内に

移動する。構造躯体に鉄筋コンクリートが使用された場合，硫酸イオンはエトリンガイトを生成
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しひび割れの発生要因となる可能性があり，また硝酸イオンに関しては，セメント系材料の変質

を促進する可能性がある。また間隙水中の溶存酸素については処分坑道の閉鎖後の初期より存在

し，鉄筋コンクリート中の鉄筋や鋼材製の構造躯体を腐食する可能性がある。しかし，構造躯体

中の地下水は，充填材でのセメント水和物の溶解に伴い高pHとなることにより，鉄筋や鋼材の腐

食に関してはわずかであると考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動による移流・分散 
移流による溶質の移動は，地下水流動によって間隙中の地下水自体が移動し，その移動に従っ

て溶解している溶質も移動する現象である。地下水流動は上流側と下流側の２点間に全水頭差が

生じた場合に起こる。処分施設内の全水頭分布は，施設周辺の母岩中の地下水流動と処分施設内

の各部位の水理特性によって支配されている。 

また地下水流動は，セメント系材料中の連続して貫通する間隙やひび割れ，鋼材中の食孔とい

った水みちの内部で生じ，個々の水みちを比較すると移行経路長が異なることによる溶質の到達

時間の差が生じる。また個々の間隙内では希釈も生じる。分散はこの様な移行経路長の差や間隙

内での希釈割合の違いによって起きる。溶質の分散の度合いは分散係数により表現される。 

またモデルの観点からは，多孔質媒体モデルが用いられることが多く，また次項の拡散を含め，

移流・分散・拡散方程式を支配方程式とした物質移行解析が実施されることが多い。 

 

4.1.2 濃度勾配による拡散 

地下水を構成する水分子や地下水中に溶存するイオン種は熱運動により互いに衝突しており，

地下水中のイオン種は不規則に位置を変えている。この現象はブラウン運動と呼ばれており，拡

散はイオン種の熱運動やブラウン運動に起因する。拡散のドライビングフォースは，イオン種の

濃度勾配である。 

第1次TRUレポート1)では，緩衝材が十分な遮水性能を発現した場合には処分施設内は拡散支配

となると考えており，このため拡散現象は施設内の溶質の移行に対して重要である。また移流に

よる核種移行は，構造躯体中の比較的径が大きな連続する間隙，ひび割れや食孔内で起きるのに

対し，拡散は構造躯体中の全ての空隙で起きる現象である。 

またモデル化の観点からは，前項の移流・分散を合わせて，移流・分散・拡散方程式を支配方

程式とした物質移行解析が実施されることが多く，拡散の度合いは拡散係数により表現されてい

る。 

 

4.1.3 地下水の密度差による密度流 

密度流は重力流と呼ばれており，流体の密度差がドライビングフォースとなり地下水流動が生

じる現象である。密度流を扱った問題としては，例えば沿岸地域に見られる塩水くさびの問題が

ある。地下水流動系には，陸地から海洋に向かう降水系地下水と海洋から陸地内に侵入した海洋

系地下水が存在し，それぞれが全く別の地下水流動系を形成している場合も考えられる。このた

め，処分施設が沿岸地域に設置された場合には密度流が問題となる可能性がある。 
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また密度流は塩水／淡水境界の問題に限らず構造躯体中の塩濃度が大きい場合にも生じる場

合が考えられる。しかし構造躯体に限れば溶質の移行距離も短く，また密度流を生じることによ

り溶質と構造躯体などの処分施設内の各部位との反応が変わるわけではないことから移動方向

および地下水流速の変化以外には密度流に特化した現象は見当たらない。 
密度流に関する試験研究は，主に沿岸地域の塩水汚染問題を扱ったものが多く，処分施設内を

対象とした検討は見当たらない。 
 

4.1.4 温度差による対流 

対流は，温度により生じた流体の密度差により地下水流動が生じる現象である。 

TRU廃棄物の中には放射性核種の崩壊により発熱する廃棄物があり，崩壊熱は熱伝導によって

伝播する。このため廃棄体を高温域とした温度勾配を生じ，自然対流を生じる可能性がある。第

1 次TRUレポート1)において施設周辺の温度変化を確認するために実施した熱解析の結果によれば，

施設の温度は母岩が堆積岩，結晶質岩であった場合とも処分施設の閉鎖後 10 年程度でピークを

迎え，その後は序々に温度が低下する結果が得られていることから施設に熱的な問題が生じない

としており，性能評価では考慮されていない。 
 

4.2 経時変化予測 

処分施設閉鎖後，処分施設は周辺の母岩からの地下水の浸入を受け，処分施設は再冠水する。

処分施設の再冠水中より施設周辺の母岩中の地下水に溶存していたイオン種が処分施設内へ移行

し，また緩衝材や構造躯体では溶出成分の溶解が開始する。また処分施設内に浸入した地下水は，

終的に廃棄体にも浸入し，廃棄体中の硝酸塩，硫酸塩等の人工バリアを変質させる可能性があ

る塩が溶出し，これらも充填材中に移行する。処分施設が再冠水するまでの期間については第 1

次TRUレポート1)では300年の記載がある。処分施設の再冠水後，処分施設周辺の地下水流動場は

定常に近づいていくが，地下水中にもともと溶存するイオン種，緩衝材，充填材，構造躯体から

の溶出イオン種，また廃棄体からの硫酸塩，硝酸塩等の浸出イオン種の移行は継続的に起きる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該FEPに付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ ひび割れの規模，空間的分布，発生時期 
・ ひび割れの臨界ひび割れ幅 
・ 低動水勾配下の移流による溶質移動 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

ひび割れの発生と拡がり，ひび割れの幅，構造躯体での化学反応に伴う間隙の増大/閉塞に関す

る知見は限られており，力学－化学反応－物質移動等の連成を考慮した評価の実施に当たっては，
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構造躯体での移行特性の不確実性を考慮に入れる必要がある。 
 
＜参考文献＞

 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＳＣ－０３：構造躯体と地下水の反応 
 
１．名称 
構造躯体と地下水の反応（SC-03） 

 
２．概要 
当該 FEP は構造躯体と地下水の反応における液相側の反応を対象とする。構造躯体には鉄筋コ

ンクリートもしくは鋼材の使用が検討されている。構造躯体に鉄筋コンクリートが使用された場

合には， 

①構造躯体中のセメント水和物の溶解 

②構造躯体中での二次鉱物の沈殿（ひび割れの発生を含む） 

③鉄筋の腐食に伴う溶存酸素の供給 

が考えられる。また構造躯体に鋼材が使用された場合には，上記③の鉄筋の腐食と同様に溶存酸

素が供給される可能性がある。 

構造躯体に鉄筋コンクリートが使用された場合には，地下水をアルカリ金属，Ca2+に富む高pH

地下水に変化させ，この地下水が緩衝材や母岩に移動することにより緩衝材の膨潤性，水理特性，

分配係数および母岩の分配係数への影響要因となる可能性がある。またセメント系材料での変質

および二次鉱物の生成により地下水組成が変化する可能性がある。また鉄筋では腐食により地下

水中の溶存酸素が消費される可能性がある。構造躯体に鋼材が使用された場合には，鉄筋と同様

に腐食により溶存酸素が消費される可能性がある。鉄筋および鋼材の腐食による溶存酸素の消費

は，処分施設の操業時に一時的に還元性から酸化性に変化した地下水を再び還元性に変化させる

可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
構造躯体には鉄筋コンクリートと鋼材が候補材料として検討されている。構造躯体に鉄筋コン

クリートが使用された場合，長期的な地下水との接触により鉄筋コンクリート中のセメント水和

物が溶解し，構造躯体中の地下水がアルカリ金属，Ca2+に富む高pH地下水に変化する可能性があ

る。この高pHとなった地下水が，構造躯体および緩衝材中での移流・分散，拡散現象により移動

し，緩衝材の変質を促進するとともに緩衝材の膨潤圧の低下，透水係数，拡散係数，分配係数へ

影響する可能性がある。またこの高pH地下水が母岩に移動した場合には，母岩の変質を促進する

とともに母岩の吸着性能に影響する可能性がある。また鉄筋コンクリートは，地下水中のイオン

と反応する可能性がある。反応性の代表的なイオンとしては，炭酸イオン，硫酸イオン，塩化物

イオン，マグネシウムイオンなどが考えられ，またこれらの中には硫酸イオンや硝酸イオンのよ

うに特定の廃棄物から溶出したイオンも考えられる。これらのイオンと鉄筋コンクリートの反応

が生じた場合には構造躯体中の地下水組成が変化する可能性がある。また鉄筋は腐食により地下

水中の溶存酸素を消費する可能性がある。しかし構造躯体中の地下水は，鉄筋コンクリートもし

くは充填材からのセメント水和物の溶解によって高pHとなるため，鉄筋は不動態化しその腐食は

緩慢であると考えられる。しかしながら，鉄筋の腐食が生じた場合には地下水中の溶存酸素を消

費するため，施設の操業時に一時的に酸化性となった地下水を還元性に変化させる可能性がある。

構造躯体に鋼材が使用された場合には，鉄筋と同様に腐食による溶存酸素が消費される可能性が
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ある。この場合においても，充填材からのセメント水和物の溶解により構造躯体中の地下水が高

pHとなるため，その反応は緩慢であると考えられるが，腐食が生じた場合には構造躯体中の地下

水が酸化性から還元性に変化する可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料の溶解劣化モデル 
セメント系材料は地下水との反応により溶解及び変質すると考えられているが，その溶解劣化

現象に対して初期水和生成物の設定に関しては，数種類のアプローチからモデルが構築されてい

る。 

Greenberg & Chang1)によれば，固相中にC-S-Hゲルのみが存在するケースでは，C-S-Hゲルの調

和溶解点よりもCa/Si比が大きい場合には非調和融解であり，セメント系材料と接触している地下

水は連続的に変化する。またケイ素に比べてカルシウムの方が優先的に溶解するため，C-S-Hゲル

中のCa/Si比も変化する。Ca/Si比が調和溶解点に達すると，C-S-Hゲルの溶解はカルシウムとケイ

素の比が一定のまま溶解し，C-S-Hゲルが完全に溶解するまで地下水のpHは一定となると考えられ

ている。OPCと混合セメント（OPC/BSF=1/9）のいずれの場合も水和終了ではCa/Si比は調和溶解点

よりも大きいと考えられており，C-S-Hゲルが水への溶解のみで変質するとすれば，初期には非調

和融解でゲル中のCa/Si比が徐々に減少し，その比が調和溶解点に達した時点で調和的な溶解が始

まり 終的にゲルが消失すると考えられている。 

セメント系材料中のC-S-Hゲルの熱力学的取扱いについては，Berner2)，Glasser3)，Atkinson4)，

Reardonら5)によりGreenberg & Chang1)やFujii & Kondo6)の試験結果等を用いてモデル化が試み

られており，三原ら7)の報告によってまとめられている。 

BarnerらはCa/Si比を３領域に区分し，存在する固相の鉱物と，その平衡定数をCa/Si比の関数

として表すモデルを示し，実験とモデルによる比較を行っている（図 1，図 2）。GlasserらはCa/Si

比が 0.8～1.7 の間に関して，化学組成を仮定し，Gibbsの生成自由エネルギーを求めている。

Atkinsonらは，Ca/Si比 0.833 で区分けし，固相をそれぞれ設定しGibbsの生成自由エネルギーを

求めている。Reardonらは，化学組成を酸化カルシウムと二酸化ケイ素，水の混合物を仮定し，溶

解の平衡定数を求めている。これらのモデル化では溶解の反応式を実験結果から反応式を導きだ

している。またモデルは仮想的な固相の溶解度積を既存の溶解データにあうようにフィッティン

グしたものであり，モデルにより結果は大きく変わらないと推定されている。またC-S-Hゲル以外

のセメント水和物の溶解に関しては，非調和溶解の可能性が示されているものの調査溶解が仮定

されている8)。 

二次鉱物の生成に関しては，セメント鉱物の地下水への溶出，炭酸化，SO4
2-，Cl-やMg2+との反

応をもとに設定されているが，これらの相互反応については現在ところ不確実であり，今後模擬

地下水等を用いたセメント系材料の浸出試験の実施とそれに伴う固相における二次鉱物の生成に

関して確認を行う必要がある。 
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図 1 Berner による Ca/Si 系鉱物相の分類の考え方 

 

 

図 2 Greenberg & Chang の実験値と Berner’s モデルの比較 

4.1.2 鉄筋の腐食のメカニズム 

構造躯体中の地下水は，構造躯体や充填材中のセメント系材料からのアルカリ成分の溶解によ

り，初期にはpH12 以上の高pH，高アルカリ環境となる。鉄の表面には厚さ 1～3nmの水和酸化物（γ

-Fe2O3・nH2O）からなる薄い酸化被膜（不動態膜）を形成し，腐食作用から鉄を保護する9)。地下

水中に一般に含まれる炭酸塩は炭素鋼の不動態化を促進し，不動態化臨界pHを低下させることが

知られている10)。また不動態膜は，ハロゲンイオン，硫酸イオン，硫化物イオンにより破壊され，

鉄の腐食を促進する9)。 

地下深部の地下水は還元環境下であると考えられているが，処分施設建設時に溶存酸素を取り

込み，一時的に酸化環境となると考えられており，以下の好気的腐食が生じる。 

 

4Fe + 6H2O + 3O2 ⇒ 4Fe(OH)3 （もしくは第二鉄塩） 
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しかし地下水中の溶存酸素は腐食等により消費されるため，反応が進むと嫌気性腐食を生じ，ガ

スを発生する。 

 

Fe + 2H2O ⇒ Fe(OH)2 + H2 （もしくは第一鉄塩） 

 

Fe(OH)2は，Schikorr反応によりFe3O4を生ずる場合がある。ただしSchikorr反応は，50～60℃以上

で生じる（以上，Smart11））。 

 

3Fe(OH)2 ⇒ Fe3O4 + 2H2O + H2

 

鉄の腐食生成物は鉄よりも体積が大きいため，セメント系材料にひび割れを生じる可能性があ

る。また嫌気性腐食により生じた水素はガス移行に対して影響する。 

 
4.2 経時変化予測 

セメント系材料の溶解及び変質に関しては，地球化学的な手法により経時変化の予測が行われ

ている。 

処分施設内の間隙水性状の長期的な挙動は，地下水との接触に伴うセメント成分の自立的な変

遷挙動から予測される。初期段階においては，間隙水のpHはセメント中のNaOH，KOHの溶解平衡に

より支配され 13 程度である。Na及びKが浸出した後，pHはセメント水和物のCa(OH)2の溶解平衡に

より支配されて 12.5 程度となる。その後Ca(OH)2が消失すると，Ca/Si比の異なるC-S-Hゲルの溶

解平衡によりpHは序々に低下する。Atkinsonが予測したセメント系材料の浸出液のpH変化は，図

3に示すとおりであり，Bradbury & Sarrotは以下の様にセメント劣化を定義している。 

① Region Ⅰ：pH > 12.5 

② Region Ⅱ：pH≒12.5 

③ Region Ⅲ：pH<12.5 

第 1 次TRUレポート8)では，C-S-Hゲルの維持期間の設定を目的とした解析が実施されている。

解析では，地下水組成に降水系高pH地下水，セメントにOPCを設定し，既往の研究例などをもとに

セメント水和物及び二次鉱物の解離反応の溶解度積を設定し，緩衝材を設置しない処分坑道（廃

棄体グループ３，４）と緩衝材を設置した処分坑道（廃棄体グループ１，２）を想定し，結晶質

岩系岩盤ケースと堆積岩系岩盤ケースに対して擬似１次元モデルが用いられた。その予測結果に

よれば も消失が早い堆積岩系岩盤のグループ 1，２で約３万年， も消失が遅い結晶質系岩盤

のグループ 3，４で 50 万年という結果が得られている（表 1）。ただし，その結果にはセメント鉱

物の劣化機構の更なる知見や熱力学データの整備等の課題が存在している。 
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図 3 地下水との接触によるセメント系材料の pH 変化の例 

表 1 各廃棄体グループの施設内における化学環境維持期間8) 

 

岩 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
充填材 

堆積割合 

ReginⅠ*1

(pH>12.5) 

RegionⅡ*2

(pH≒12.5) 

RegionⅢ*3

(pH<12.5) 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 75% 6×103年 3×104年 4×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 83% 6×103年 4×104年 4×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 66% 3×103年 5×104年 5×105年 

結晶質岩

系岩盤 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 67% 3×103年 5×104年 5×105年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 33% 7×102年 3×103年 3×104年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 30% 6×102年 3×103年 3×104年 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 81% 7×102年 7×103年 1×105年 

堆積岩系

岩盤 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 78% 7×102年 7×103年 1×105年 

注） *1：Na・K イオンにより pH>12.5 となっている期間 
 *2：ポルトランダイト（Ca(OH)2）が存在しpH=12.5 が継続する期間 
 *3：C-S-H ゲルが溶出し尽くし，pH が 11 から 8.5 まで急降下するまでの期間 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

建造以来数年～数十年が経過した水タンク，水路，トンネル壁などの人工構造物を用いたナチ

ュラルアナログ研究12) ) )13 14 では，流水と接触していた面は激しい浸食が見られるが，ほとんど動

いていない水と接触していた面では表面のごく近傍でポルトランダイトが溶解し，替わりにカル

サイトが沈殿している現象が確認されている。また長期のナチュラルアナログサイトとしてはヨ

ルダンのマカリン15)が有名であり，天然のポルトランダイトと岩石，地下水の反応を見ることが

でき，実際にC-S-Hなどの生成が確認されている。 

 
4.4 不確実性 
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4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 

・ C-S-H ゲル以外のセメント水和物の溶解過程（過去の研究では調和溶解が仮定されてい

る） 

・ セメント系材料の未水和部分の存在 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ セメント鉱物の溶解現象に関する知見の不足 
・ 地下水とセメント鉱物との反応に関する知見の不足 
・ 地下水とセメント鉱物との反応により生成する二次鉱物の熱力学データの不足 
・ セメント鉱物の反応は平衡反応に近いと考えられるが，試験研究では反応が平衡に達する

程十分な試験時間を設定することが困難である点。 
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ＳＣ－０４：構造躯体の化学的変質 
 
１．名称 
構造躯体の化学的変質（SC-04） 

 
２．概要 
当該 FEP は，構造躯体と地下水の反応における固相での変化を対象とする。構造躯体には鉄筋

コンクリートと鋼材が候補材料として検討されている。構造躯体に鉄筋コンクリートが使用され

た場合，地下水との反応で懸念される事項としては， 

① セメント水和物の溶解 

② 地下水との反応による二次鉱物の生成 

③ 昇温による水熱変成 

④ 長時間にわたる鉱物の変成 

⑤ 鉄筋の腐食とひび割れの発生 

が考えられる。セメント水和物の溶解は，構造躯体の空隙構造を変化させ構造躯体の力学特性や

透水係数，拡散係数に影響する。イオンとの反応による二次鉱物の生成は，構造躯体の吸着性能

に影響するとともに，エトリンガイトやフリーデル氏塩の生成のようにひび割れの発生要因とな

る可能性がある。ひび割れを生じた場合には，充填材の力学特性および透水係数，拡散係数に影

響する可能性がある。また昇温による水熱変成および長時間にわたる鉱物の変成は，いずれも構

造躯体中の不安定な鉱物が安定な鉱物へ変わる変化であり，このような反応が生じた場合には，

構造躯体の分配係数が影響を受ける可能性がある。また構造躯体に鋼材が使用された場合，鉄筋

と同様に腐食する可能性があり，構造躯体の水理特性や物質移行特性が変化する可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
構造躯体にはセメント系材料である鉄筋コンクリートと鋼材が候補材料として検討されている。

構造躯体に鉄筋コンクリートが使用された場合には，長期的な地下水との接触によりセメント水

和物が溶解し，構造躯体の空隙構造が変化する。この結果，構造躯体の力学特性が影響を受ける

とともに構造躯体の透水係数，拡散係数が増加する可能性がある。 

また構造躯体は地下水中のイオンと反応し，二次鉱物を生成する可能性がある。セメント系材

料と反応する代表的なイオンとしては，硫酸イオン，塩化物イオン，炭酸イオン，マグネシウム

イオンがある。これらのイオンは，母岩中の地下水から供給される場合もあるが，TRU 廃棄物処

分施設の場合には硫酸イオンのように特定の廃棄物に高濃度で含まれるイオンもある。硫酸イオ

ンと塩化物イオンは，硫酸イオンではエトリンガイト，塩化物イオンの場合には海水のように高

濃度の場合にはフリーデル氏塩が二次鉱物として生じる可能性がある。エトリンガイトおよびフ

リーデル氏塩の生成は，構造躯体の吸着性能を変化させるばかりではなく，ひび割れの発生要因

となる。ひび割れを生じた場合には構造躯体の空隙構造が変化し，透水係数，拡散係数が増加す

る可能性がある。また炭酸イオンやマグネシウムイオンは，炭酸イオンの場合はカルサイト，マ

グネシウムイオンの場合はブルサイト，マグネサイト，ドロマイトを生成する可能性がある。こ

れらの生成物はセメント水和物と収着背能が異なる鉱物であるため，構造躯体の収着性能に影響

を及ぼすとともにセメントの中性化を生じる。中性化により鉄筋の腐食およびその結果としてひ
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び割れをもたらすことがある。 

また鉄筋コンクリートには骨材が混合されるため，アルカリ骨材反応により構造躯体の変質の

可能性がある。その結果として構造躯体の収着性能への影響とひび割れの発生による透水係数，

拡散係数への影響が懸念されている。 

またセメント系材料中の非晶質な鉱物には準安定鉱物である C-S-H ゲルと温度に対し不安定な

アルミン酸カルシウム相を含む。C-S-H ゲルは 80℃以上の条件では短期的に結晶化し，より安定

なトバモライトもしくはゾノトライトに変化する可能性がある。またアルミン酸カルシウム相の

場合は，より安定なシリカ質のハイドロガーネットのようなより安定な鉱物に変化する可能性が

ある。ただし TRU 廃棄物処分施設の場合，８０℃の温度で設計されているため短期的な反応は生

じない可能性もある。このような反応が生じた場合には構造躯体の収着性能に影響する可能性が

ある。 

また鉄筋は地下水との反応により腐食する可能性がある。しかしセメント水和物の溶解により

地下水は高 pH となるため，鉄筋の腐食速度は緩慢であると考えられるものの，セメントの中性化

により pH が低下した場合には腐食が促進される可能性がある。鉄筋の腐食は腐食生成物の発生に

伴いひび割れの要因となる可能性があり，ひび割れを生じた場合には構造躯体の透水係数，拡散

係数に影響する可能性がある。 

構造躯体に鋼材が使用された場合については，鉄筋と同様に腐食による影響が懸念されている。

鋼材の場合も，充填材などのセメント水和物の溶解により構造躯体中の地下水は高 pH となるため

腐食速度は緩慢であると考えられる。しかし充填材での中性化などにより pH が低下した場合には

腐食が促進される可能性がある。鋼材の腐食により食孔が生じたり，構造躯体と充填材の界面が

腐食し腐食生成物が生じた場合には，新たな水みちの発生による透水係数，拡散係数への影響と

構造躯体の収着性能への影響が考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料の化学的変質のメカニズム 
(１) Na，K の浸出 

セメントから 初に浸出するのは，Na，K のアルカリ金属である。これらは容易に溶解する

ため空隙水中の初期溶存イオンとしては支配的な元素である。これらにより，初期のセメント

空隙水の pH は 12.5～13 程度を示す。 

ただしこれらのアルカリ金属の含有量は 1%程度であるため移流と拡散によって外部へ運ば

れると，空隙水中の濃度は低下する。したがって，これらの影響は初期に限られると考えられ

る。 

(２) ポルトランダイト（Ca(OH)2），C-S-Hの溶解 

ポルトランダイトの溶解度は 1.5×10-2mol/lと高く，セメント鉱物の中で 初に溶解する。

この溶解反応により，空隙水はpH12．5 を呈する。 

ポルトランダイトの次に溶解するのは，C-S-Hゲル（カルシウム－シリケート－ハイドレート

ゲル）である。これは，CaとSiの連続的な構成比を持つ固溶体である。Ca/Si比は，0.4 又は 0.6

～1.6 又は 1.8 の範囲であると言われている1) )2 。C-S-Hが溶解する際には，Ca/Si比が 0.833 以

上では選択的にCaを放出し（非調和（インコングルエント）溶解），結果としてより低いCa/Si
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比のC-S-Hへ変化する。このC-S-Hのインコングルエントな溶解は，Ca/Si比が 0.833 になるまで

継続する。Ca/Si比が 0.833 の時点で固相と液相のCa/Si比が一致するため，これ以後は調和（コ

ングルエント）溶解となると考えられている。 

Si 濃度が比較的高い条件に，Ca イオンが供給されると，Si 濃度の高い（Ca/Si 比の低い）C-S-H

が形成される。C-S-H の溶解を検討する場合，この様な再沈殿の可能性を考慮する必要がある。 

(３) C-S-A-H の溶解 

セメントのもう 1つの主成分は，Alであり，特にスラグセメント，フライアッシュセメント

などはその含有量が多い。Alは，Ca，Siと結合して，C3AH6，C2ASH8，C3AS3などの鉱物となる。 

このうち初期に存在するのは，C3AH6であり，これが溶解すると替わりにC2ASH8が沈殿し，そ

の次にC3AS3が沈殿するというシリーズを形成する。 

(４) エトリンガイトの生成 

地下水中などのSO4
2-イオンとCa，Alが結合して石膏(CaSO4)，モノサルフェート(C3ACs)，エ

トリンガイト(C3A(Cs)3)を形成する。このうちのどれが形成されるかは，SO4
2-イオンの濃度に

よる。 

エトリンガイトの形成は大きな体積膨張を伴うため，セメント系材料にひび割れを発生させ

る可能性がある。 

SO4
2-イオンの供給源としては，地下水の他に，ベントナイトに約 2%含まれるパイライト(FeS2)

によるものが考えられる。還元環境中においては，パイライトの溶解度は低いため，これから

のSO4
2-イオンの供給は少ない。また，初期に酸化雰囲気であっても，水の動きが少ない条件で

あればパイライトの溶解とこれに含まれるFe2+の酸化によって系内は還元環境に変化し，維持

される。ただし，緩衝材が施工されてから処分空洞が閉鎖されるまでの期間は大気と接触して

いるため，この期間中に空気中の酸素と反応して一部が酸化されるため，この影響を検討する

必要がある。 

(５) カルサイトの生成 

カルサイトは，炭酸イオンと Ca の化合物である。 

大気中におかれた構造物の場合には，空気中の二酸化炭素がコンクリート中を拡散し，カル

サイトを生成することにより pH が低下し（中性化），鉄筋を腐食させることが問題となってい

る。 

地下構造物である処分施設においては，水中の拡散係数が小さいことからこのような反応は

長期間にわたり僅かずつ進行することと考えられる。また，建設，操業期間中には大気と接し

ているため，この間には表面の一部が中性化するものと考えられる。 

中性化した場合に，酸化性雰囲気中では，鉄筋が好気性腐食を起こし酸化第 2鉄となり体積

が増加することによりコンクリートにひび割れを発生させることが懸念される。処分施設の設

置深度においては還元雰囲気である可能性が高く，また仮に地下水が酸化性雰囲気であっても，

水の交換が緩やかであるために，鉄筋の一部が酸化することにより還元雰囲気となり，その状

況が長期間継続すると考えられる。このような還元雰囲気においては鉄の腐食速度が小さいた

め，大気中の中性化と比べると影響は小さいことが考えられる。 

(６) 塩素イオンとの反応 

地上構造物では，特に港湾施設などでの影響が知られている。硫酸塩と同様に二次鉱物の生
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成により，セメント系材料のひび割れの発生要因となる。海水のような多量の塩素イオンを含

む溶液と接触した場合には，フリーデル氏塩やその他の物質を生成する。一般に塩素化物相の

生成は，温度により反応が促進される。 

(７) マグネシウムイオンとの反応 

マグネシウムイオンは，ポルトランダイト中のカルシウムと交換され水酸化マグネシウムと

なり沈殿し，水酸化マグネシウム（ブルサイト）となる。またマグネシウムは C-S-H ゲル中の

カルシウムとも置換し，炭酸マグネシウム（マグネサイト）もしくはドロマイトの沈殿を生じ

る可能性がある。これらブルサイト，マグネサイト，ドロマイトは，セメント水和物とは収着

性が異なることから構造躯体の分配係数に影響する可能性がある。 

 
4.1.2 鉄筋，鋼材の腐食のメカニズム 

構造躯体中の地下水は，構造躯体や充填材中のセメント系材料からのアルカリ成分の溶解によ

り，pH12 以上の高pH，高アルカリ環境となる。鉄の表面には厚さ 1～3nmの水和酸化物（γ-Fe2O3・

nH2O）からなる薄い酸化被膜（不動態膜）を形成し，腐食作用から鉄を保護する3)。地下水中に

一般に含まれる炭酸塩は炭素鋼の不動態化を促進し，不動態化臨界pHを低下させることが知られ

ている4)。また不動態膜は，ハロゲンイオン，硫酸イオン，硫化物イオンにより破壊され，鉄の

腐食を促進する9)。 

地下深部の地下水は還元環境下であると考えられているが，処分施設建設時に溶存酸素を取り

込み，一時的に酸化環境となると考えられており，以下の好気的腐食が生じる。 

 

4Fe + 6H2O + 3O2 ⇒ 4Fe(OH)3 （もしくは第二鉄塩） 

 

しかし地下水中の溶存酸素は消費されるため，反応が進むと嫌気性腐食を生じ，ガスを発生する。 

 

Fe + 2H2O ⇒ Fe(OH)2 + H2 （もしくは第一鉄塩） 

 

Fe(OH)2は，Schikorr反応によりFe3O4を生ずる場合がある。ただしSchikorr反応は，50～60℃以上

で生じる（以上，Smart5））。 

 

3Fe(OH)2 ⇒ Fe3O4 + 2H2O + H2

 

鉄の腐食生成物は鉄よりも体積が大きいため，セメント系材料にひび割れを生じる可能性があ

る。また嫌気性腐食により生じた水素はガス移行に対して影響する。 
 

4.1.3 アルカリ骨材反応 

アルカリ骨材反応はアルカリシリカ反応とアルカリ炭酸塩岩反応とに大別されるが，わが国に

おいて見られるのはアルカリシリカ反応である6)。アルカリシリカ反応は，骨材中のアルカリ反

応性シリカ鉱物とコンクリート中の水酸化アルカリを主成分とする高pHとなった間隙水との反応

である7)。そのメカニズムとしては間隙水中のOH-イオンが反応性シリカ鉱物中のSi-O-Si結合を
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破断することにより反応性シリカ鉱物の表面より化学反応が進行し，水和アルカリ珪酸塩ゲルが

形成され，そのゲルの吸水が膨潤を引き起こすことにより骨材を破壊に導くと推定されている7)。 

アルカリ反応性シリカ鉱物としては，オパール，カルセドニー，クリストバライト，トリディ

マイト，陰微晶質石英，微晶質石英，結晶格子の歪んだ石英，などのほかに火山ガラスがあるが，

陰微晶質石英，微晶質石英，結晶格子の歪んだ石英などの石英質鉱物の反応速度は，オパール，

トリディマイト，クリストバライト，火山ガラスの反応に比べれば非常に緩慢である。またガラ

スはシリカ分に富むほど反応性が顕著となるのが一般的であり，高炉スラグや玄武岩に含まれる

ガラスは無害であるが，石英安山岩や流紋岩に含まれるガラスは有害であることが多い。 

コンクリート標準示方書7)では，アルカリ骨材反応に対する対応策として， 

① アルカリ骨材反応に無害と判定された骨材の使用 

② 低アルカリ型セメントの使用 

③ 反応抑制効果が確認された高炉セメント B種，C種やフライアッシュセメント B種，C

種などの混合セメントの使用 

④ コンクリート中のアルカリ総量を Na2O 換算で 3.0kg/m3 以下に抑制する 

などの中から少なくとも１つの方策の適用が有効としている。またコンクリート標準示方書7)で

は，化学的および物理的安定性の観点からアルカリ骨材に対して不安定な骨材（JIS規格で定めら

れる「骨材のアルカリシリカ反応試験方法（化学法）」および「骨材のアルカリシリカ反応試験方

法（モルタルバー法）」に合格のものを除く）を用いてはならないとしており，このため施工時に

おいてアルカリ骨材反応の影響を低下させる対策はなされると考えられる。しかしアルカリ骨材

反応のメカニズム，プロセスは複雑であり，長期的なアルカリ骨材反応に対する安定性について

は現在のところ知見は得られていない。 

 
4.2 経時変化予測 

処分施設建設時には，空気の取り込みにより地下水中の溶存酸素が増加し，一時的に酸化環境

下になる。 

処分施設閉鎖後，処分施設は施設周辺からの地下水の浸入を受ける。この時よりセメント系材

料と地下水との反応，鉄製部材の好気性腐食は開始される。処分施設は遅くとも 300 年程度で再

冠水し空隙内が水で飽和し，緩衝材の遮水機能により処分施設内は拡散支配となる。 

拡散により溶存イオン種の物質移動が生じ，セメント系材料中ではセメント鉱物の溶解，また

カルサイトなどの沈殿現象を生じ，硫酸イオン等の存在によってはセメント系材料が長期的に変

質する可能性がある（「充填材の化学変質」において詳述）。更に鉄筋では，溶存酸素の消費に伴

い嫌気性腐食を生じ水素が発生する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

建設以来数年～数十年経過した水タンク，水路，トンネル壁などの人工構造物を調査した結果，

流水と接触していた面は著しい浸食が見られるが，停滞した水と接触していた面では表面のごく

近傍のポルトランダイトが溶解し，代わりにカルサイトが沈殿している現象が確認されている

8) ) )9 10 。更に長期のナチュラルアナログサイトとして，ヨルダンのマカリンでは天然のポルトラン

ダイトと岩，地下水の反応を見ることができ，実際にC-S-Hなどが形成されていることが確認され
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ている11)。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ セメント系材料の劣化に対しては，地下水，ベントナイト，セメント鉱物との相互反応

であり時間的スケールの不確実性がある。 
・ セメント系材料の劣化解析においては，熱力学的データの不足や検証の必要性が存在す

る。 
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ＳＣ－０５：構造躯体での有機物影響 
 
１．名称 
構造躯体での有機物影響（SC-05） 

 
２．概要 
処分環境においては，廃棄体中に含まれる有機物や人工バリア材の施工において用いられる有

機物，地下水中に存在する天然有機物などの有機物が存在する。構造躯体領域に存在する有機物

と放射性核種が錯体を生成することにより放射性核種の存在形態が変化し，溶解度及び収着性の

変化が生じる可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
構造躯体領域中に存在する有機物としては，例えば，廃棄体中に含まれる有機物が人工バリア

内を移行することが推測される。特に，セルロースの分解生成物であるイソサッカリン酸（ISA）

は，核種移行評価上重要な有機物として考えられている。また，構造躯体に用いられるセメント

系材料は，その流動性を高めるために化学混和剤(有機物を含むものがある)が用いられる可能性

がある。化学混和剤には界面活性剤としての機能を有しているものもあり，放射性核種と錯生成

して核種移行に影響を与える可能性がある。 

有機物が存在することによる構造躯体領域での影響としては，有機物が放射性核種と相互作用

することにより溶解度や収着挙動などに影響を与える可能性がある。固相として存在する不溶性

の有機物は核種を収着する媒体として核種の移行を遅延する可能性がある1)。一方，有機物が核

種と錯体を生成することにより溶解度の上昇や核種の収着の低減により移行を促進する可能性も

ある。有機物がコロイドとして振舞う可能性もあるが，コロイドとして存在する有機物は，緩衝

材のフィルトレーション効果により移行挙動が抑制されると推測される。また，有機物に起因す

るガス発生によりセメント系材料の変質や核種移行等に影響を与える可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 人工バリア材中に存在する主な有機物 
廃棄体中に含有される主な有機物として，アスファルト，ビチューメン，セルロース，パッキ

ン類(フッ素ゴム，エピクロロヒドリンゴム等)があり，これらの分解生成物等が人工バリア内を

移行することが推測される。 

これら有機物のうち，アスファルト，ビチューメン，パッキン類に関しては，放射性核種と錯

体を生成することによる核種の溶解度への影響は小さいことが示されている2)。 

セルロース系の有機物は，他の有機物と比べ核種との相互作用が強いことが試験的に確認され

つつある3)。セルロース，の分解生成物にはCOOH基，OH基のような放射性核種と錯体形成しうる

官能基が多く含まれている。セルロースの分解生成物としては，シュウ酸，酢酸などのカルボン

酸があるが，近年の研究において，イソサッカリン酸（ISA）が錯体形成の観点からは も重要な

分解生成物であることが判明しつつある4）。 

また，構造躯体に用いられるセメント系材料は，その減水性を保ちつつ可塑性や流動性を高め
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るために化学混和剤(有機物を含むものがある)が一般的に用いられており，界面活性剤としての

機能を有しているものもあり，放射性核種と錯生成して核種移行に影響を与える可能性がある。

化学混和剤(減水剤)の種類は，リグニンスルホン酸系，ナフタレンスルホン酸，メラミン樹脂ス

ルホン酸系，ポリカルボン酸系などに大別され，コンクリート施工実績からは粉体重量に対し

0.05～0.3wt%程度の使用が見込まれている。 
 

4.1.2 有機物による核種の移行挙動に関する影響 

（１） 収着 

有機物が核種の収着に与える影響に関しては，有機物を共存させたバッチ収着試験が行われ

ており5， )6 ，一般に溶液中の有機物濃度がある程度高くなると有機物濃度の上昇にともない分

配係数が低下する傾向が認められている。また，カラムを用いた放射性元素の移行試験におい

ても有機物の存在により移行が促進されるとの報告7)がある。しかしながら，有機物の収着・

移行に与える影響は，有機物濃度および有機物の起源や有機物の特性により大きく異なること

に留意する必要がある。 

(２) 溶解度 

Pu，U，Am，Tcを対象核種とし，減水剤の濃度をパラメータとして，減水剤を混合したセメン

ト系材料の浸出液を用いて溶解度への影響を確認した研究8)が行われている。この研究から，

減水剤の濃度が高くなるにともない，各核種の溶解度が上昇することが示されている。ただし，

Tcについては，他の核種と比較すると溶解度への影響は小さい。 

(３) コロイド 

有機物がコロイドとして振舞う可能性があるが，地下水中をコロイドとして挙動する有機物

は少ないことが報告9)されている。 

(４) ガス発生 

第１次TRUレポート2)では，微生物が廃棄体中の有機物を分解することにより二酸化炭素やメ

タン等のガスを発生することや廃棄物中から発生する放射線の作用により廃棄体中の有機物が

分解され水素ガスを発生すると予測されている。同報告書では， 微生物活動を考慮した有機物

の分解に伴うガス発生量及び放射線分解によるガス発生評価を行っているが，全体のガスの発

生量としては金属腐食によるH2の発生が支配的である。 

(５) その他 

有機物を栄養源とする微生物の活動により，金属の腐食が促進する可能性があることが示さ

れている。 

 
4.1.3 有機物影響の取扱い 

セルロース系有機物の核種移行上の影響評価においては，放射性核種の有機錯体形成を前提と

して，みかけの溶解度の上昇および分配係数の低下が生じるとして扱い，これらのパラメータに

補正係数（SEF:Solubility Enhancement Factor，SRF:Sorption Reduction Factor）を乗ずるあ

るいは除す手法が広く用いられている10， ）11 。 

ISAが放射性核種の溶解度・分配係数に及ぼす影響度に関しては，Puの溶解度に及ぼすISA濃度

の影響の研究4)などが行われており，ISA濃度の上昇とともにPuの溶解度も上昇することが示され

ている。ISA濃度が 1E-6mol/L以下であれば核種の収着・沈澱・溶解の物質移行プロセスへの影響
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はないものと想定されている。 
 

4.2 経時変化予測 

有機物影響の及ぶ時間的・空間的範囲を把握するための解析として，セルロース系有機物の分

解生成物のひとつであるISAを対象に，処分施設に仮想的にセルロース系有機物が存在するとした

場合のニアフィールド周辺岩盤での有機物プルーム解析が行われている2)。 

ISA のインベントリ算出における前提条件を以下に示す。 

• セルロース系有機物の分解率は10％，分解生物中のISA割合は保守的に100％として， 

セルロース系有機物からの ISA 収率を 10％とする。 

• ISA はセルロース分解における安定な分解生成物であり， 保守的に解析期間中はそれ

以上分解しない。 

これらの設定と ISA の分子量として M(ISA)＝180 を採用することにより， ISA のインベントリ

は 2E+3mol と設定した。 

この解析では，天然バリアの透水係数，セメント系材料の分配係数をパラメータとして設定し

ており，その中の一例を図 1に示す。図 1は，結晶質岩系岩盤を対象とし，天然バリアの透水係

数を 1E-9m/s，セメント系材料の分配係数を 0.01m3/kgと設定したときの結果である。これら結果

から，時間的観点からは数万年，空間的観点からは数百m(地下水流向下流側)の場合に，核種移行

への影響が発現するISA濃度の目安値（1E-6mol/Lと設定）となった。ただし，同報告書内に，セ

ルロースからのISA収率やセメント系材料へのISA収着などに関し，より現実的な設定を行うこと

により，ISAプルームの時間的・空間的広がりはより制限されるとある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 セルロース系有機物が仮想的に存在するとした場合の有機物プルーム解析（処分

場中心からの距離と ISA 濃度の時間変化の関係，結晶質岩系岩盤） 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

現状有機物に関するナチュラルアナログに関する報告はない。 
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4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関する現象についての

不確実性となっている。 
所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設では緩衝材によるフィルトレーション効果や緩衝

材中に存在する有機物による影響が考えられるが，緩衝材の有無及び仕様に関しても完全に決定

されていないことから，この観点においても不確実性が存在する。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

アルカリ分解によって生成される ISA の収率について，長期間に及ぶ評価事例がないことから，

ISA の生成濃度についての不確実性が挙げられる。 

有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関するデータについて

の不確実性となっている。 

所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設では緩衝材によるフィルトレーション効果や緩衝

材中に存在する有機物による影響が考えられるが，緩衝材の有無及び仕様に関しても完全に決定

されていないことから，この観点においても不確実性が存在する。 
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ＳＣ－０６：構造躯体での微生物影響 
 
１．名称 
構造躯体での微生物影響（SC-06） 

 
２．概要 
従来，微生物にとって地下深部の環境は極限環境と予想されており，生物的には無菌状態であ

ると考えられてきた。しかし， 近の研究で地下深部での微生物の存在が確認され，微生物活動

が否定できなくなっている。 

処分環境においては，深部地下水に生息する微生物や，処分場の建設操業に伴って侵入する可

能性のある微生物が活動する可能性がある。構造躯体領域ではセメント系材料の影響により高ア

ルカリ性環境となる。近年の研究では，好気性の高アルカリ性環境で活性を有する微生物や pH8.5

～12.5 の高アルカリ性環境で成育する絶対嫌気性高度好アルカリ性微生物が報告されている。ま

た，中性で生育する微生物をアルカリ性環境に馴化させ，pH12.5 の高アルカリ性環境で生育させ

た例も報告されている。こうしたことから，微生物の多様性を考慮すると高アルカリ環境となる

構造躯体領域における微生物活動の可能性は否定できない。 

微生物活動により構造躯体領域に存在する各バリア材が変質したり，微生物活動に起因する水

化学環境の変化により，核種の存在形態が変化し溶解度及び収着特性の変化が生じる可能性があ

る。また，微生物による有機物の代謝・分解により，錯化剤，有機酸及びガスの生成も考えられ

る。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
微生物活動により生じる構造躯体領域での影響としては，構造躯体を構成する金属やセメント

系材料への影響の可能性が考えられ，金属やセメント系材料の変質に伴い核種の放出挙動が影響

を受ける可能性がある。また，微生物活動により水化学環境の変化が生じ，核種の存在形態が変

化し核種移行パラメータである溶解度及び収着特性の変化が直接生じる可能性がある。さらに，

微生物自身の移動によって，微生物起源の擬似コロイドによる核種移行が促進される可能性や，

微生物活動により生成するガスが核種移行を促進する可能性もある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下深部環境における微生物活動に関する研究 
地下深部で存在が確認された微生物のうち，硫黄酸化菌，メタン生成菌，硫酸塩還元菌及び脱

窒菌を対象として，処分場における微生物活動を推測するため，培養液のpH及びEhをパラメータ

としたときの微生物の活性を測定し，想定される処分環境条件(pH=12～13 程度，Eh=-400～-200mV

程度)での活性の有無を確認した研究1)が行われている。この研究によると，どの微生物の結果に

おいても共通して言えることは，pHが高くなるにつれ，微生物の活性または増殖が見られなくな

ることである。また，メタン生成菌及び硫酸塩還元菌については，pHが高くなるにつれ，活性を

示すEhの範囲が狭められることも示されている。 

一方，近年の研究では，好気性の高アルカリ性環境で活性を有する微生物や pH8.5～12.5 の高
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アルカリ性環境で成育する絶対嫌気性高度好アルカリ性微生物が報告されている。また，中性で

生育する微生物をアルカリ性環境に馴化させ，pH12.5 の高アルカリ性環境で生育させた例も報告

されている。こうしたことから，微生物の多様性を考慮すると 処分環境における微生物の活動の

可能性は否定できない。 
 

4.1.2 人工バリア材料に対する微生物影響 

（１） セメント系材料に関する影響 

好気性の環境下で起こるセメント系材料の微生物による変質はよく知られている事象であ

るとされている3)。好気性微生物である硫黄酸化菌及び硝化菌の活動によって生成する硫酸

及び硝酸はセメント材料中のCa(OH)2やC-S-Hゲルを溶解させ，セメント系材料を変質させる

と考えられているが，処分場閉鎖後，環境は比較的早い段階で嫌気性となるため，好気性微

生物によるコンクリートの変質は進まないと予想されている。 

一方，処分施設閉鎖後の嫌気性高アルカリ環境における微生物活動は否定出来ないことか

ら，処分施設内に持ち込まれた有機物等の微生物による代謝・分解により生成される有機酸

や二酸化炭素によるセメント系材料の変質が生じる可能性がある。 

（２） 金属に関する影響 

微生物による金属腐食への影響を確認する試験として，栄養源を添加した人工海水系及び

人工地下水系において硫酸還元菌と鉄酸化菌による炭素鋼の腐食試験が行われている5)。こ

の試験において，溶液単独系では微生物の有無による明らかな腐食挙動への影響が認められ，

人工海水系では微生物により約 2倍の腐食速度の増加が認められた。一方，人工地下水系で

は微生物の添加により腐食はむしろ抑制される結果となっている。 

また，硫酸塩還元菌は炭素鋼の腐食を促進し，地下 270～2100mの油田の鉄パイプ（9mm厚

の炭素鋼）の腐食の 50%以上が微生物活動によるものであるという報告6)もあるが，処分場で

は，微生物の成長に必要な栄養源と電子供与体である硫酸塩濃度が低いため，この効果はク

リティカルではないと考えられている7)。微生物が金属を酸化させる，あるいは金属酸化物

を還元させる特性により，それらの溶解度が高くなること，硫黄酸化菌の活動にともなって

生成される硫酸によって金属が腐食することも報告されている6)。セルロースを加水分解で

きる微生物が生成する高濃度の酸により，金属の腐食が促進されるという報告もある。 

 

4.1.3 微生物の移行挙動に関する研究 

微生物による核種の移行挙動に関し，核種への直接的な影響として，微生物による核種の吸着

／取り込み6， )3 や微生物による核種の酸化・還元7)，微生物起源の擬似コロイド3， )8 に関する報告

がなされている。これらの結果から，微生物による核種の吸着／取り込みに関しては，微生物に

取り込まれた核種は微生物の細胞内に保持されるため，微生物の移動が著しくない場合には，結

果として地層中への核種移行は抑制される可能性があると考えられる。また，微生物による核種

の酸化・還元に関しては，微生物が直接核種を酸化・還元することによる核種の化学形態の変化

に伴い，溶解度及び収着特性が変化し，核種移行に影響を与えると考えられる。微生物起源の擬

似コロイドに関しては，擬似コロイドによって核種の移行が促進される可能性や緩衝材のろ過効

果によるコロイドの移行抑制が推測されている。 
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4.1.4 微生物による有機物の代謝・分解で発生するガス 

微生物が廃棄体中の有機物を分解することにより二酸化炭素やメタン等のガスを発生し，中性

化などセメント系材料の変質や核種移行等に影響を与える可能性がある。TRU廃棄物処分概念検討

書9)では，微生物活動を考慮した有機物の分解に伴うガス発生量を評価しており，硝酸塩を含む

アスファルト固化体以外の廃棄体においては，全体のガスの発生量に対する微生物活動による有

機物の代謝・分解に伴うガス発生量の寄与は小さく，金属腐食によるH2の発生が支配的であった。 

 
4.2 経時変化予測 

現状微生物影響に関して経時的な変化を評価した例はない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における地下微生物に関する研究10)では，深度

に関係なく地下水中には脱窒菌，鉄還元菌，硫酸塩還元菌，メタン生成菌などが存在することが

確認されている。 

金属腐食への影響に関して，硫酸塩還元菌は炭素鋼の腐食を促進し，地下 270～2100mの油田の

鉄パイプ（9mm厚の炭素鋼）の腐食の 50%以上が微生物活動によるものであるという報告6)もある。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物に関す

る現象についての不確実性となっている。また，所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設で

は人工バリア外部からの廃棄体領域への微生物の侵入が避けられると考えられるが，緩衝材の有

無及び仕様に関しても完全に決定されていないことから，この観点においても不確実性が存在す

る。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物に関す

るデータについての不確実性となっている。また，所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設

では人工バリア外部からの廃棄体領域への微生物の侵入が避けられると考えられるが，緩衝材の

有無及び仕様に関しても完全に決定されていないことから，この観点においても不確実性が存在

する。 
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ＳＣ－０７：構造躯体でのコロイド影響 
 
１．名称 
構造躯体でのコロイド影響（SC-07） 

 
２．概要 
当該 FEP では TRU 廃棄物処分場に設置されるセメント系構造躯体を対象とする。セメント系構

造躯体の主要な構成要素はセメント系材料と鉄筋であることから，セメント系材料を主体とする

充填材の FEP と共通する部分が多い。 

FEP の内容は，具体的には核種移行に及ぼすコロイドの影響であり，セメント系構造躯体中で

のコロイド状放射性核種の移行挙動，及びセメント系構造躯体中でのコロイドの存在可能性の２

つの側面がある。それぞれに関して，コロイド形態の放射性核種（真性コロイド）及び放射性核

種が吸着したコロイド状物質（疑似コロイド）により核種移行が助長される現象を考慮する必要

がある。 

 
３．安全性への影響機構 
放射性核種のセメント系構造躯体中での移動速度は，セメント系構造躯体中での地下水流速も

しくは拡散速度と，放射性核種のセメント系材料への収着性から導出される遅延係数とで表され

る。放射性核種がコロイド状態（真性コロイド及び疑似コロイド）になった場合，核種の水溶液

中での存在形態の変化が生じることが考えられ，その結果核種のバリア材への吸着特性や拡散性

が影響を受けることが考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系構造躯体中でのコロイド状放射性核種の移行挙動 
鉄筋コンクリート中の鉄筋を除く部分は緻密でコロイドは移行し難いことが想定される。しか

し鉄筋部の周辺に高透水性の領域が形成される場合には，その領域でのコロイドの移行も生じる

可能性がある。なお，このようなセメント系構造躯体中でのコロイド状放射性核種の移行挙動に

ついては，過去研究はなされていない。 
 

4.1.2 セメント系構造躯体中でのコロイドの存在可能性 

真コロイドの生成に関して，アクチニド(An)元素のコロイド生成挙動については，一般論とし

て次のことが確認されている1), )2

An(Ⅲ)：An3+のコロイド生成がpH>6 の条件下のAm(OH)3の沈殿溶解の実験により確認されて

いる。 

An(Ⅳ)：An4+は水溶液中で も不安定であり，pH=1 においても容易にコロイドを生成する。 

An(Ⅴ)：AnO2
+は加水分解に対して も安定である。pH=10 までは加水分解されずコロイド

も生成しないと考えられる。 

An(Ⅵ)：AnO2
2+の加水分解性が強いことから，コロイドを生成しやすい。 

このため，セメント系構造躯体中の高 pH 環境下においても，アクチニド元素が真コロイドを生

成する可能性は否定できない。 
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また，セメント系構造躯体中のセメント成分を起源とするコロイドの生成可能性に関しては，

ポゾラン材料を高い含有率で含むOPC水和物を使用し 長 8 ヶ月実施した浸出試験でSi-Al-Caを

主成分とするコロイドの生成が確認されている3)。生成したコロイドの粒径や濃度は，浸出試験

の固液比が高い場合に粒径が増大し，濃度は減少している。これは同時に浸出するCa濃度に依存

した粒子の凝集挙動が影響していると考えられている。一方セメントの変質物の一種であるCSH

やエトリンガイトなどを用いた３ヶ月の浸出試験においてコロイドの生成が認められないという

報告もある4)。 

なお，鉄筋を起源とするコロイドに関してはFe(OH)3など水酸化物を形成する可能性があるが，

高pH環境では凝集沈殿しコロイドとしての移行は生じ難いと考えられる。 

このように，セメント系構造躯体の材料を起源とするコロイドの生成可能性についてはまだ具

体的知見は乏しく今後の研究が必要である。 
 

4.1.3 セメント系構造躯体周辺でのコロイドの存在可能性 

セメント系構造躯体中の水質は高 pH であると考えられ，これに対して天然岩盤中の水質は比較

的中性に近い。このため両者の境界には環境条件が遷移的に変化している領域が存在する。この

とき，一方の環境条件で溶解していた成分が他方に浸透し，他方の環境条件でコロイドを生成す

る可能性がある。また，生成したとしても凝集して沈殿する可能性もある。なお，この領域での

コロイドの存在可能性については，これまで特に研究されていない。 

 
4.2 経時変化予測 

セメント系構造躯体の材料を起源とするコロイドの生成可能性について，まだ具体的知見は乏

しく今後の研究が必要であり，経時変化については予測は困難である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

特になし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
・コロイドの移行 

セメント系構造躯体中のコロイドの移行に関しては既存の知見が無く，不確実性を有する。 
・コロイドの生成 

既存の研究ではコロイドが生成する場合と生成しない場合がそれぞれ報告されており，確

定した知見が無く不確実性を有する。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

・既知の実験情報について 
既存の研究ではコロイドが生成する場合と生成しない場合がそれぞれ報告されており，確

定した知見が無く不確実性が高い。 
・今後取得される調査データについて 

サイトの水質条件はセメント系構造躯体が醸成する水質に影響するため，サイトが未定の

段階ではコロイドの生成に関して不確実性が存在する。セメント系構造躯体の醸成する水質
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環境中でのコロイド生成可能性及び安定性について，詳細かつ系統的な調査が必要である。

その後，生成するコロイドの核種収着性などのデータが取得される。 
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ＳＣ－０８：構造躯体での硝酸塩影響 
 
１．名称 
構造躯体での硝酸塩影響（SC-08） 

 
２．概要 
主に再処理工程から発生した廃棄物中の硝酸塩（廃棄物での硝酸塩影響参照）は地下水と接触

することにより地下水中に溶解し， その結果生じたイオンが人工バリアに達し透水係数の増加や

収着性能を低下させることが懸念されている。構造躯体の硝酸塩影響は， 構造躯体中の硝酸塩濃

度により影響を受け， 構造躯体中の硝酸塩濃度は， 廃棄体からの硝酸塩の溶解， 廃棄体， 構
造躯体中の硝酸塩イオンの移流， 分散及び拡散並びに， 廃棄体， 充填材及び， 構造躯体での

硝酸塩の変遷（硝酸イオンは廃棄体の腐食， 廃棄体， 充填材， 構造躯体の化学的変質， 廃棄

体， 充填材， 構造躯体での有機物， 微生物影響等によって変化する場合がある）により影響さ

れる。また構造躯体中の硝酸塩影響は， 構造躯体の水理特性及び核種の収着性能に影響する。ま

た鉄筋コンクリート中の鉄筋や構造躯体に鋼材が使用された場合， 鉄筋や鋼材の腐食や， それ

に伴うガス移行に影響を及ぼす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
廃棄物中に多量に存在する硝酸塩は， 地下水との接触により速やかに溶解し， 主にNa+とNO3

-の

イオンに分かれる。地下水中の窒素は， 酸化還元電位， pH， 微生物や鉄の存在により様々な化

学形態をとる。 

処分施設内に多量に存在するセメント系材料により地下水環境は高アルカリ性環境になると考

えられる。高アルカリ性環境下でNO3
-が存在した場合には， モノサルフェート相でのイオン交換

によりアニオン核種のKdが減少する可能性がある。またセメント間隙水中に多量に硝酸塩が存在

することで条件によってはセメント系材料の劣化が促進される可能性が指摘された。 

また構造躯体の候補材料として検討されている鉄筋コンクリート中の鉄筋や鋼材は， 硝酸塩共

存下においては腐食が促進される可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水中における窒素の存在形態 
地下水中における窒素は， 地下水の酸化還元電位， pH， 微生物や鉄の存在により，図 1に示

す様に液相：NO3
-， NO2

-， HNO2， NH4
+， NH4OH（NH3aq）， 気相：N2O， NO， NH3といった様々な

化学形態をとりうる1)。このうち処分環境である低Eh高pHの状態では， NH3あるいはNH4OH（NH3aq）

が安定系となる。実際に密閉されたガラス容器を用いて炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ， 低

Eh高pH条件で１～６ヶ月程度保持した実験ではNO3
-の変遷生成物としてNO2

-， NH4OH（ＮＨ３aq）

が確認でき， それ以外の化学形態は確認できなかった。また， NO2
‐は中間生成物であり， その

濃度は反応期間が長くなるにつれて減少し， 終生成物としてNH4OH（ＮＨ３aq）が増加する傾向

にあった。 

鉄共存下における窒素の化学形態については， 嶺ほか2)により硝酸ナトリウム濃度 10-3～
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100mol/l， 鉄添加量（還元鉄， 線状炭素鋼， 粉末炭素鋼のいずれか）0.026～117g/lの範囲の

試験が実施された結果， 炭素鋼では硝酸イオンからの変遷が確認できなかったことを報告してい

る。 

なお窒素には図 2に示す様に有機系窒素形態があり， これらは環境中の動植物や微生物が関与

する3)。微生物が酸素の代わりにNO3
-を用いて有機物を分解する（脱窒と呼ばれる）ことにより硝

酸や亜硝酸が窒素に還元される。脱窒能を有する細菌は 20 属以上が知られており4)， 農地や土

壌表層や植物の根に多くの脱窒菌が存在する。処分環境である還元性環境下で活動する脱窒菌は， 

酸素濃度が低い条件下で硝酸や亜硝酸を電子受容体として利用する。ただし脱窒菌の影響や脱窒

反応自体は土壌や肥料の分野で多くの研究例があるものの地下深部の環境での研究例は見当たら

ない。 

TRU 処分施設環境下における窒素の化学形態については， 明らかとされておらず現在において

も試験研究が続けられている。 

 
図 1 窒素起源の無機化学形態のEh-pH equilibrium diagram1)

 

 
図 2 動植物に関連する窒素の流れ3)
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4.1.2 セメント系材料の変質 

硝酸塩が共存する高アルカリ性環境下でのセメント系材料の変質に関しては， 硝酸ナトリウム

水溶液中にセメントペーストを浸漬させた試験等5)によって， セメント系材料中のモノサルフェ

ート相（3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2Oで代表される固相）中のSO4
2-がNO3

-に置換することによる硝酸

塩型のモノサルフェート相（3CaO・Al2O3・Ca(NO3)2・12H2Oにて代表される固相）の生成が確認さ

れている。 

一方，1mol/L 硝酸ナトリウム水溶液を用いた通水実験6）によると，NaNO3溶液を通水した試料

の流出液のCa濃度は，透水初期に急激に増大し，NaNO3溶液を通水した積算液固比 90 までは約 30

～32mmol/Lで推移している。一方，ブランクでは初回のみ低く，積算液固比 150 まで約 22mmol/L

とCa(OH)2の飽和濃度に近い値で推移した。NaNO3溶液を通水している期間のCa濃度は，水に対す

るCa(OH)2の飽和濃度より高いCa濃度であることが確認されている。NaNO3溶液を通水したケース

では，通水液をイオン交換水に換えた直後に約 22mmo/Lまで低下し，その後は積算液固比の増加

とともに徐々に低下した。ブランクでは，積算液固比 150 以降から積算液固比の増加とともに徐々

に低下した。NaNO3溶液を通水した試料では，ブランクより小さな積算液固比でCa濃度が低下し始

めている。NaNO3溶液を通水したケースでは，ブランクの 1.5 倍程度高いCa濃度でCa(OH)2が溶解

したために，ブランクよりも早い時期にCa(OH)2 が消失したと考えられている。 

NaNO3溶液を通水した流出液のSi濃度は，積算液固比 180 以降に徐々に増大し，ブランクでは積

算液固比 240 以降に増加している。試験終了時の積算液固比 500 ではNaNO3溶液を通水した方がブ

ランクより高い濃度となった。 

NaNO3溶液を通水した試料の流出液のSO3濃度は，通水初期はブランクに比べ非常に高い濃度で

あった。これは固相の評価結果からも明らかとなったとおり，SO4
2－がNO3

－に置換され放出された

ためであると考えられている。 

NaNO3溶液を通水した試料の流出液のNO3
－濃度は，初回採取の液のみ 800mmol/Lと通水液より低

い濃度となったが，その後は積算液固比 90 までは通水液と同じ 1000mol/Lに近い濃度で推移して

いる。これは，通水初期においてアルミネート相などのSO4
2－とNO3

－が置換したことによりNO3
－が

一部固相に固定された影響であると考えられる。イオン交換水に切り替えた後は急激に低下し，

それ以降は定量下限以下まで低下している。 

硝酸塩によるセメント系材料の Ca の溶脱促進は，イオン強度上昇による活量係数の変化により

説明することができ，促進の大きさは 大で 1.5 倍程度である。また，変質に伴って生成する 2

次鉱物も，イオン交換水及び降水系地下水による変質とほとんど同様であることから，従来のモ

デルにおける解析が可能と考えられる。 

さらに， Ca の溶脱に伴って， C-S-H に対する核種の収着特性が変化することが指摘されてい

る。これについては， 構造躯体と地下水の反応（SC-03）， 廃棄体と地下水の反応（WC-03）など

の項で述べる。 

以上のように， セメント系材料中において， 硝酸イオンが多量に存在する場合， 硫酸イオン

部分が硝酸イオンで置換された硝酸塩型のモノサルフェート相の生成までは明らかになったが， 

セメント水和物の変質が促進されるかどうかについては結論がでていない。また， 様々な核種の

移行に関わるパラメータへの影響については， 完全に解明されたとは言えない。 
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4.1.3 セメント系材料の拡散， 吸着性能に対する影響 

第１次TRUレポート7)では， セメント系材料中のモノサルフェート相がアニオン核種の主な吸

着サイトであると考えられている。高濃度の硝酸イオンによって， モノサルフェート相中のSO42-

がNO3-に置換することにより吸着サイトの状態が変化し， アニオン核種のKdが低下する可能性

を示した7)。しかしながら， 硝酸塩の共存下における核種の拡散， 収着現象に関する試験研究

は少なく， このため収着試験が実施されている。 
 

4.1.4 鉄筋， 鋼材の腐食速度に対する影響 

硝酸塩共存下における金属の腐食に関しては， 溶存酸素と共存する硝酸イオンは銅の孔食を促

進したり8)， また鉛の腐食速度を増加させる事例が報告されている9)。構造躯体中の鉄筋や鋼材

の腐食に関しては， 硝酸塩共存下の炭素鋼からの水素発生速度が調査され， その結果によれば

硝酸塩濃度の増加とともに， 水素発生速度が減少したことが確認されている10)。 

 
4.2 経時変化予測 

廃棄物中に多量に存在する硝酸塩は， 地下水との接触により容易に地下水中に溶出する。溶出

した硝酸イオンは， 酸化還元電位， pH， 微生物， 鉄の存在等により様々な化学形態をとり， 廃

棄体， 充填材を通過して構造躯体中に移行する。構造躯体中では， セメント水和物の変質， 溶

解， 沈殿反応が生じ， その結果としてセメント系材料中の空隙率が変化したり， 吸着性能が低

下する可能性があるが， それらの反応の経時変化に対しては明らかではない。また硝酸塩の共存

下においては構造躯体中の鉄筋， 鋼材の腐食を促進する可能性があるが， 鉄筋， 鋼材の腐食の

程度と時間変化に対しても明らかではない。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP の概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 

・ 構造躯体中での硝酸イオンの化学形態 
・ 硝酸塩共存下における微生物活動と硝酸イオンの化学形態に対する影響 

 

4.4.2 当該 FEP のデータに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 

・ 硝酸塩共存下におけるセメント系材料の変質影響に対する知見の不足 
・ 鉄などの影響による硝酸塩の化学的変遷によって生じる硝酸塩起源物質に対する評価

（もし生成量が大きい場合には， セメント材料等への影響についても検討が必要） 
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ＳＣ－０９：構造躯体での硫酸塩影響 
 
１．名称 
構造躯体での硫酸塩影響（SC-09） 

 
２．概要 
主に余裕深度処分対象廃棄物である硫酸塩を含む廃棄物の硫酸塩は地下水と接触することによ

り地下水中に溶解し，その結果生じたイオンが人工バリアに達し，その性能を劣化させることが

懸念されている。 
構造躯体には坑道径の違いにより鉄筋コンクリートと鋼材が候補材料として検討されている。

構造躯体に鉄筋コンクリートが使用された場合，コンクリート中でのエトリンガイトの生成によ

りひび割れが発生し構造躯体の水理特性，物質移行特性が影響を受ける可能性がある。また鉄筋

の腐食が促進され力学特性が低下しガス発生量が増加する可能性がある。また鋼製躯体が使用さ

れた場合には，鉄筋と同様に鋼製躯体の力学特性の低下とガス発生量が増加する可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
硫酸塩を含む廃棄物に地下水が接触することにより硫酸塩が溶解し，硫酸イオンを生じる。硫

酸イオンは，処分施設内の水理・物質移行現象によって充填材を通過して構造躯体内に移行する。

構造躯体には坑道径の違いにより鉄筋コンクリートと鋼材が候補材料として検討されており，鉄

筋コンクリートが使用された場合には，構造躯体中に移行した硫酸イオンはセメント水和物と反

応しエトリンガイト（C3A･3CaSO4･32H2O，CはCaOを示す）を生成する。硫酸イオンが少量の場合は

セメント系材料内の空隙を充填する可能性もあるが，一方で硫酸イオンが多量に存在する場合に

はセメント系材料のひび割れの発生要因となる。セメント系材料中のひび割れは，透水に寄与す

る空隙量を増加させ，構造躯体の透水係数，拡散係数を変化させ，核種の移流，分散，拡散に影

響する可能性がある。 

また構造躯体中の鉄筋に対しては，硫酸イオンが腐食を促進し，腐食生成物の増加に伴いひび

割れの発生要因となる可能性がある。その結果構造躯体の機械的特性が低下し，透水係数，拡散

係数が増加する可能性がある。鉄筋の腐食に関しては硫酸塩還元菌などの微生物活動が関与する

場合があり，硫酸イオンは微生物活動を活性化させる可能性がある。ただし緩衝材のフィルトレ

ーション効果により，緩衝材が設置される場合には硫酸塩還元菌は外部から浸入できないと考え

られるため，硫酸塩が共存する状態での微生物活動による鉄筋の腐食の促進は顕著に生じないこ

とが予想される。 

構造躯体に鋼材が使用された場合には，鉄筋コンクリートの場合と同様に鋼材の腐食が促進さ

れる可能性がある。鋼材の腐食の促進は，鋼材の機械的特性を低下させ，またガス発生量を増加

させる可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料に対する硫酸塩影響 
硫酸イオンとセメント水和物が反応するとエトリンガイト（C3A･3CaSO4･32H2O）を生成する。セ
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メント水和物と硫酸イオンとの反応によって生じるエトリンガイトは，硫酸イオンがなくなると

エトリンガイトと未水和の間隙質との反応によりモノサルフェート水和物（3CaO・Al2O3・CaSO4・

12H2O）に転移する性質をもつ。エトリンガイトの生成に関しては，OPCモルタルやB種高炉スラグ

セメントをNa2SO4水溶液に浸漬させた試験研究が幾らか報告されている1) ) ) )2 3 4 。 

エトリンガイトは，セメント鉱物と比較して体積が大きく，硫酸イオンが極少量の場合はセメ

ント系材料内の空隙を狭める可能性もある13)が，一方ではセメント系材料にひび割れを生じる要

因となる11)。エトリンガイトの生成量は，硫酸イオン濃度及びセメント系材料中のカルシウムア

ルミネート（C3A）の含有量に依存する。 
 

4.1.2 鉄筋の腐食に対する影響 

鉄筋は地下水と接することにより酸化し，その表面には水酸化鉄からなる不動態膜を形成する。

不動態膜の存在は鉄筋や鋼材の溶解を妨げることになるが，地下水中にハロゲンイオン，硫酸イ

オン，硫化物イオンなどの陰イオンが存在した場合，不動態膜が破壊され，鉄の腐食が促進され

る可能性がある。ただし塩化物イオンに比べると硫化物イオンの影響は小さいとされており5)，

また鉄の腐食は高pH環境下においては緩慢になると言われている6)。 

また硫酸イオン存在下における硫酸還元菌などのバクテリアの存在も鉄の腐食を促進する要因

となり得る。H12 レポート6)によれば硫酸還元菌は，静水中では硫酸塩還元菌のみ活性な環境より

も好気性細菌との共存下で激しい腐食を及ぼすと記述されている。人工海水中及び人工地下水中

の硫酸塩還元菌の活性を調べた試験6)では，人工海水中では人工地下水中と比べて著しい腐食を

示し，一方で人工地下水中では腐食が妨げられたことが報告されている。ベントナイト中での硫

酸塩還元菌の活性が低いことが述べられているが，セメント系材料中での活性については不明で

ある。また緩衝材の外側からの硫酸塩還元菌の侵入については，圧縮ベントナイトのフィルター

効果により移動が妨げられることが報告されている6)。 
 

4.2 経時変化予測 

硫酸イオンの存在によるエトリンガイトの生成については試験研究やセメントの劣化挙動を連

成させたモデル化が実施されているが，エトリンガイトの生成量とセメント系材料の劣化状態の

関係については明らかとなっていない。また鉄筋や鋼材の腐食に関しては，硫酸塩還元菌等の微

生物が関与する可能性があり，硫酸塩の存在は硫酸塩還元菌等の存在により鉄筋や鋼材の腐食を

促進する可能性があるが，鉄筋，鋼材の腐食に関しての時間変化を研究した該当例はない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

硫酸イオンの存在とエトリンガイトの生成という観点で言えば，例えば林ほか7) )8 は 80 年程度

経過した浄水場や 30 年程度経過した用水路から採取したコンクリート試料を調査した結果，両者

の地下水には硫酸イオンが存在し，また試料中のCaが希薄な領域の空隙内にエトリンガイトが充

填していることを確認している。 

しかし TRU 廃棄物処分施設で対象とする様な高濃度の硫酸イオン存在下におけるナチュラルア

ナログ研究は該当例がない。 
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4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ エトリンガイトの生成量と構造躯体中のセメント系材料の変質状態の関係。 
・ 硫酸塩還元菌等の微生物の存在。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 硫酸塩還元菌等の微生物が存在した場合の硫酸塩の共存下における鉄筋，鋼材の腐食の程

度と時間変化 
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の長期性能評価（Ⅱ），80 年間水道水に接触したコンクリートの調査，日本原子力学会 

2002 年秋の大会 予稿集． 
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ＳＣ－１０：構造躯体でのガスの発生と影響 
 

１．名称 
構造躯体でのガスの発生と影響（SC-10） 

 
２．概要 

構造躯体に配される鉄筋の腐食，廃棄物から漏出した有機物の分解，地下水の放射線分解等に

より，構造躯体からガスが発生する。また，廃棄体・充填材領域において発生したガスが圧力勾

配により移動してくる。その結果，内部圧力が上昇し，汚染水が排出される可能性がある。また，

ガス圧により，構造躯体，施設あるいは周辺岩盤を破壊する可能性がある。さらに，ガス透気経

路が生成された場合は，放射性ガスの移行が促進される可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
構造躯体およびその内側の領域でガスが発生し，蓄圧された場合，処分施設の安全性に対して

以下のような影響を及ぼす可能性がある。 
• 人工バリアの内側と外側で圧力勾配が生じ，人工バリア内の放射性核種を含有する間隙水

が早期に放出される可能性がある。 
• 人工バリア及びニアフィールド岩盤が力学的に許容できる圧力を越えた場合，人工バリア

及びニアフィールド岩盤が破壊され，例えば卓越的な経路が発生して核種の漏出が促進さ

れる可能性がある。 
• ガス透気経路が生成された場合は，放射性ガスの移行が促進される可能性がある。また，

発生したガスが気泡化し，それに放射性核種を含むコロイドが吸着し，上方へ移動するこ

とにより，放射性核種の移行が促進される可能性がある。 
• ガスが蓄圧した処分場に，人間が侵入し，燃焼性ガスや放射性ガスが急激に放出される可

能性がある。 
• ガスによる化学的な作用で人工バリアが変質し，核種の漏出が促進される可能性がある。

一方，発生したH2による還元性の向上で放射性核種の溶解度が低減する可能性も指摘され

ている。 
 

3.2 安全性への影響度合 

処分施設内のガス発生速度が，ガスが間隙水に溶解して処分施設外へ散逸する量を上回る場合

は，処分施設内が蓄圧され，処分施設が有する核種の移行遅延機能に上述のような影響が顕在化

する可能性がある。また，影響の程度は処分施設のデザイン，施設を構成する材料の透気特性等

により異なる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

4.1.1 ガス発生 

構造躯体領域においては，以下のようなガス発生メカニズムが考えられる。 
• 鉄筋の腐食によるH2ガスの発生 
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• 廃棄体から漏出したセルロースやビチューメンなどの有機物による微生物分解による

H2，CH4，CO2等の発生 
• 間隙水及び有機材料の放射線分解によるH2等の発生 
• α崩壊による He ガスの発生 

 
還元雰囲気における鉄の腐食に伴うガス発生量は，鉄の腐食生成物が 終的に地質環境条件で

も安定であると考えられているマグネタイトになることを想定すれば，以下の反応式により評

価することが可能である1)。 

)(2)(432)( 443 gss HOFeOHFe +→+  

また，腐食速度は被膜の形成により時間とともに減少することが実験的に確認されている。 

余裕深度処分およびTRU廃棄物地層処分の構造躯体領域においては，還元雰囲気で，かつ高ｐ

Hであると考えられる。そのような環境での炭素鋼の腐食速度の測定事例は数多く存在し，不動

態膜が形成されるまでの初期の腐食速度を除けば，腐食速度は極めて小さいと考えられている。

30℃以下のセメント環境での炭素鋼と純鉄ワイヤーの腐食速度として，3×10-9～2×10-8 m/yが報

告されている2)。また，炭素鋼片を用いた実験で，3×10-8 m/yが報告されている3)。 

微生物による有機物からのガス発生速度は，微生物の種類，有機物の種類，酸素濃度，ｐＨ，

微生物のエネルギー源，微生物に対する有毒物質の存在等に依存する。また，高ｐＨ環境下では

微生物の活動が低下するとの報告4)もあるが，処分環境には多種多様な微生物が存在すると考え

られるため，現状では有機物からのガス発生は完全に否定できないと考えられる。 
放射線分解によるガス発生速度は，間隙水の吸収線量及び水素ガスのＧ値（放射線エネルギー

100eV あたりで生成する数）により推定することが可能である。ただし，閉鎖された系であれば

水素ガスは同様に放射線分解により発生した他の活性種と再結合し，水素ガスの発生速度は小さ

くなる。 
α線によるガス発生量は，α崩壊する放射性核種の量とその崩壊定数より推定可能である。 

 
4.1.2 人工バリア間隙水の早期放出 

人工バリア内の蓄圧の評価を行うためのモデルは，気・液２相流モデルが一般的である。第１

次TRUレポート5)では，ＴＲＵ廃棄物地層処分の処分概念に対してDarcy２相流モデルにより２次

元解析を行い，処分施設内の飽和度，間隙圧力，排出水量の経時変化を評価している。ガスの移

行挙動に関するパラメータは，ガス圧の影響が顕在化する時期はセメント系材料の化学劣化より

も早いと想定し，健全な状態にあるセメント系材料の透過係数や毛管圧のデータを採用している。

その結果，ガス圧による間隙水の排出量は，ガスの影響を考慮しない場合の流出水量と比較して

大きく，核種移行に有意な影響を及ぼす可能性が示唆されている。 

 
4.1.3 ガス圧による人工バリアの破壊 

ガス発生源が透気性の低いベントナイト等に囲まれている処分概念の場合は，人工バリア内の

圧力が上昇し，人工バリアを破壊するおそれがある。 
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4.1.4 放射性ガスの移行促進 

発生したガスに伴い放射性ガスも放出され，C-14, I-129, Se-79, Rn-222 といった揮発性ある

いはガス状の核種の移行が促進される可能性がある。しかしながら，人工バリアにおいてこれら

の核種がどの程度の割合で揮発しているかについては知見に乏しい。また，核種の移行モデルに

ついても詳細な検討事例はない。 

 
4.2 経時変化予測 

該当無し。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
金属のガス発生速度は，金属表面に被膜が形成されることにより低下する可能性がある。ただ

し，安全評価上，人工バリア内の蓄圧が遅くなるほうに働くため，この不確実性を見込まない方

が保守的な評価となる。また，有機物からのガス発生速度は，微生物の栄養源の量，温度，ｐH

等の環境条件の影響を受ける。これらの因子のメカニズムが必ずしも明確になっていないため，

たとえこれらを考慮したモデルを使用しても不確実性は存在する。放射線分解によるガス発生速

度は，放射線源となる廃棄体との位置関係，間隙水組成等に依存する。 

また，現状では構造躯体は，亀裂のない健全な状態にあると想定して解析を実施しているが，

構造躯体に亀裂が入る場合では，現状のモデルでは適切にモデル化できていない可能性がある。 

ガス移行モデルにおいては，気・液２相流モデルを用いているが，気・液２相流＋力学連成モ

デル6)による評価や，巨視的な破壊モードの検討について未実施である。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

金属の腐食メカニズムおよび腐食速度は酸化雰囲気と還元雰囲気で異なるため，ガス発生速度

も変化する。 
セメント系材料に対するガスの移行特性に関するデータについては，十分に取得されてい

るとは言い難い状況にある。 
 

＜参考文献＞ 
[1] Moreno, L. et al. (2001):Project Safe Gas Related Processes in SFR, SKB R-01-11. 

[2] Rodwell, W. R., Harris, A. W., Horseman, S. T., Lalieux, P., Müller, W., Amaya, L.O 

and Pruess, K.(1999):Gas Migration and Two-Phase Flow through Engineered and 

Geological Barriers for a Deep Repository for Radioactive Waste. A Joint EC/NEA Status 

Report, European Commission Report EUR 19122EN. 

[3] Ando, K. et al(2001): Total system evaluation of GAS Generation and MIGRATION IN the 

radioactive Waste repository. Proceeding of GLOBAL 2001, September 9-13. 

[4] 嶺達也，三原守弘，大井貴夫（2001）：脱窒細菌のアルカリ性及び還元環境下での耐性に関
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する実験的研究, JNC-TN-8430-2000-009. 

[5] 共同作業チーム，核燃料サイクル開発機構，電気事業連合会（2000）:TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001, TRU TR-2000-01. 

[6] Olivella, S., Gens, A.,Garrera, J. and Alonso, E.(1996):Numerical Formation for a 

Simulator (CODE BRIGHT) for the Coupled Analysis of Saline Media,Engineering 

Computations. 13(7) 87-112. 
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ＳＣ－１１：構造躯体での塩の蓄積 

 
１．名称 
構造躯体での塩の蓄積 (SC-11) 

 
２．概要 
閉鎖後初期の温度勾配存在下では，熱源近傍において局所的に塩が蓄積する可能性がある。塩

が蓄積しうる理由としては，①熱源周囲での地下水の蒸散による濃縮現象と，②塩の溶解度の温

度依存性（例えば gypsum 等の硫酸塩は温度が高いほど溶解度が小さいため，熱源周囲で沈殿しや

すい）が指摘される。 

塩が蓄積する場合，局所的な化学環境変化をもたらしうるとともに，空隙を閉塞するなど，場

の空隙特性（空隙率，空隙構造）を変化させることが考えられる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
塩の蓄積の駆動力となっているのは発熱性廃棄体に起因する温度勾配であるが，現在のＴＲＵ

地層処分あるいは余裕深度処分の人工バリア構成では，廃棄体の周囲に充填材，その充填材の外

側に構造躯体が設置されることとなっており，構造躯体に生じる温度勾配はかなり緩やかとなっ

ている。このような条件下では，本ＦＥＰで対象とするような塩の蓄積現象が，構造躯体内で生

じる可能性はかなり低いものと考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
塩の蓄積現象について，構造躯体に特化した試験研究は散見されない。 

緩衝材への影響を狙った試験としては，海水条件，温度勾配下で塩の蓄積が生じうることを確

認した実験室規模の試験1)，gypsumの生成を実際に観測したAspo HRLでのin situ試験2)等が指摘

できる。 
 
4.2 経時変化予測 

塩の蓄積を促進する要因は温度勾配であり，一方これを阻害する要因は地下水の供給（再冠水）

である。したがって，もし構造躯体で塩の蓄積が生じうるとすれば，それは，温度勾配が有意に

存在しており，かつ再冠水前後の期間に限定される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

岩塩中にしばしば観測される炭酸塩（主に石灰岩とドロマイト），硬石膏，あるいはそれらの互

層の形成過程 3)は，再冠水時における塩の蓄積プロセスに類似しているものと考えられる。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
閉鎖後の熱－水－化学連成現象について， 終的には地温・地下水飽和・塩が溶解した状態に
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終息するとしても，そこに至るまでのプロセス詳細については，なお不確実性が残っているもの

と考えられる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

再冠水解析に必要となるデータ（ガス透過係数等）や，水化学解析に必要となるデータ（平衡

定数，安定度定数，エンタルピー等）については，なお不確実性が残っているものと考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] Karnland, O., and Pusch, R. (1995): Cementation Phenomena of Importance for the 

Performance of Smectite Clay Buffers in HLW Repository, Radioactive Waste Management 

and Environmental Remediation, ASME. 

[2] Karnland, O., Sandén, T., Johannesson, L-E, Eriksen, T., Jansson, M., Wold, S., 

Pedersen, K., Rosborg, B.: Long Term Test of Buffer Material Final Report on the Pilot 

Parcels, SKB Technical Report 00-22 (2000). 

[3] 例えば，Selley, R.C. (1976): An Introduction to Sedimentology, Academic Press. 
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ＳＲ－０１：構造躯体での核種の崩壊・生成 

 
１．名称 

構造躯体での核種の崩壊・生成（SR-01） 

 
２．概要 

構造躯体では，移行してきた放射性核種が崩壊し，娘，孫核種が生成する。これにより，構造

躯体での核種のインベントリや同位体分率が時間と共に変化する。 
核種の崩壊・生成は放射線の発生を伴うため，そのエネルギーが構造躯体に吸収された場合に

は放射線損傷を，構造躯体間隙水に吸収された場合には水の放射線分解による間隙水性状の変化

を，それぞれもたらす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 核種移行への直接的な影響 
核種の崩壊・生成に伴うインベントリ及び同位体分率の経時変化は，第一に，核種移行解析

におけるソースの経時変化として重要である。さらに以下のパラメータについても，インベン

トリ及び同位体分率の経時変化が影響する。 

溶解度は溶液中の濃度限界として元素毎に規定されるパラメータであり，同位体による分配

を考慮する必要がある（例えば，241Amと243Am等）ことから，インベントリの経時変化のみならず

同位体分率の経時変化も重要である。収着分配係数については，線形のisothermの場合には常

に一定としうるが，非線形のisothermの場合にはインベントリの変化に応じて収着分配係数も

変化することから，インベントリの経時変化が重要である。特に，非線形収着機構が収着容量

から説明される場合には，溶解度の場合と同様に，同位体分率の経時変化も重要となる（収着

容量に対する同位体分配）。 

 
3.2 放射線による影響 

核種の生成・崩壊に伴って発生する放射線（α線，β線，γ線，中性子線）が及ぼす影響と

して，以下が考えられる。 

• 固体の放射線照射では，結晶格子中の原子がはじきだされ，格子に空孔が残り，空孔の

移動によるボイド生成や形状変化等に起因する物理化学的特性の変化がもたらされる。

このような放射線損傷により，構造躯体の特性が変化する可能性がある。 

• 構造躯体の間隙水に放射線が照射されると，水の放射線分解により間隙水性状の変化

（pH/Eh変化，ガス発生等）をもたらされる可能性がある。地下深部の還元性雰囲気は処

分の安全性にとって好ましい状況であることから，水の放射線分解による影響の中でも

特に，H2O2等の生成酸化種が残存して酸化性雰囲気を形成する可能性が懸念されている。 

• 有機物については，放射線を照射されると放射線分解により低次の有機物に分解する可

能性がある。 

• 放射線により廃棄体での微生物活動は一般に不活性化する。 
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3.3 崩壊熱の影響 

放射性壊変に伴う崩壊熱の発生は，処分施設での主要な熱源の一つである。崩壊熱の発生は

構造躯体及び周辺の温度を変化させ，人工バリア内の様々な現象に影響を及ぼす可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1  モデル／試験研究 
核種の崩壊形態，および崩壊定数等に関する知見については，いくつかの既往文献1), 2), 3), 4) 

が利用できる。 

 
4.2  経時変化予測 

構造躯体での核種の崩壊・生成の経時変化は，同領域を対象とした核種移行解析の支配方程

式中の崩壊・生成項として考慮される。 

 
4.3  ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4  不確実性 

核種の崩壊のような核物理現象については比較的良く理解されており，主要核種の崩壊定数

についても信頼性の高いデータが整備されているものと考えられる。 

 

＜参考文献＞ 
[1] Croff,A.G. (1980) : A User’s manual for the ORIGEN2 computer code, ORNL/TM-7175, 

Oak Ridge National Laboratory. 

[2] Firestone, R.B. & Shirley, V.S. (1998) : Table of Isotopes, 8th edition. John Wiley 

& Sons. 

[3] ICRP (1996) : Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of 

Radionuclides : Part 5. Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients. 

ICRP PUBLICATION 72. 

[4] 河合勝雄，外川織彦，山口勇吉，須賀新一，沼宮内弼雄(1990)：電離放射線防護関係法

令に準拠するためのアクチニド元素に関する単位摂取量当りの預託実効線量当量率の一

覧表（JAERI-M 87-172 補遺），JAERI-M 90-22． 
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ＳＲ－０２：構造躯体間隙水での放射線分解 

 
１．名称 
構造躯体間隙水での放射線分解（SR-02） 

 
２．概要 
透過γ線あるいは移行してきた核種の崩壊に伴う放射線による構造躯体間隙水の放射線分解は，ガス

発生や酸化性雰囲気の形成など，構造躯体近傍の化学環境の変化をもたらす可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
水の放射線分解により，次のようなプライマリー生成物が生成する。 

H2O･･･→e-aq，OH，H，H2O2，H2，H+

これらの化学種は構造躯体間隙水において種々の生成・消滅反応を繰り返しながら，次第に比較的安

定な 終生成物に終息する。一般に 終生成物にはH2，H2O2，微量のO2などが含まれる。 

このうちH2は還元剤として，H2O2は酸化剤としてそれぞれ作用するが，H2がガスとして散逸したり，

相対的に早い速度で液相中を移行したりした場合，残留したH2O2によって酸化性雰囲気が形成される可

能性が指摘されている1)。構造躯体間隙水が酸化性雰囲気となった場合，鉄筋コンクリートの鉄骨や鋼

製構造躯体の腐食を促進する可能性がある。また，酸化還元電位に敏感な放射性元素の存在形態（酸化

状態）が変化することによって，それらの構造躯体間隙水中での溶解度や構造躯体への収着分配係数な

どに影響を及ぼすことが考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 ガスの発生 

第１次TRUレポート2)では，廃棄体間隙水の放射線分解によるガスの発生速度を評価しており，金属腐

食によるガス発生と比較して小さくなるという結果が得られている。そのため，線量のより低い構造躯

体での放射線分解によるガス発生量が，人工バリア全体におけるガス発生量に占める割合は極めて低い

と予想される。 

 

4.1.2 構造躯体における酸化性雰囲気の形成 

第 1 次TRUレポート2)では，水の放射線分解反応に関する基礎的なデータと処分場における廃棄体及

び間隙水の条件と廃棄体中の放射性核種濃度を用いて，水の放射線分解の化学反応評価を行い，水の放

射線分解による酸化性雰囲気への影響は少ないとの結果を得ている。構造躯体では廃棄体領域と比較し

て線量は非常に小さいため，放射線分解の影響はさらに小さくなると考えられる。 
 

4.2 経時変化予測 

間隙水の放射線分解の影響は，放射能濃度が減少するにつれて次第に小さくなると予想される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 
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該当せず。 
 

4.4  不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

炭酸系，塩素系，窒素酸化物系，鉄イオン系など，共存イオンの種類によって水の放射線分解の反応

機構が異なっており，多種の共存イオンが混合している実際の間隙水性状における水の放射線分解の包

括的な反応機構は必ずしも解明されていない。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

間隙水性状や照射条件など，実際の条件に対応した水の放射線分解に関するデータ（ラジカル等の素

反応の速度定数，G値など）にはまだ不確実性も大きく，また，必ずしも網羅的には整備されていない。 

 
＜参考文献＞ 
[1] Grenthe, I., Puigdomenech, I. and Bruno, J. (1983): The possible effects of alpha and 

beta radiolysis on the matrix dissolution of spent nuclear fuel, KBS TR 83-02. 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU廃棄物処分概念検討

書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＳＲ－０３：構造躯体の放射線損傷 

 
１．名称 

構造躯体の放射線損傷（SR-03） 

 
２．概要 
放射性核種の崩壊に伴う放射線によって，構造躯体が放射線損傷を受け，それにより構造躯体

の特性が変化する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
セメント系材料による構造躯体が部分的に放射線損傷を被った場合，その間隙構造や収着特

性が局所的に変化する可能性がある。放射線損傷が甚だしく，亀裂，破壊まで生じるような場

合では，力学的特性（廃棄体・充填材の支持）にも影響を及ぼしうる。鋼製の構造躯体の場合

には，一般に金属材料の耐放射線性が高いことから，有意な照射損傷を生じることはないと考

えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1  モデル／試験研究 
躯体コンクリートへの放射線影響については， 大 1.9×1010Rの範囲内におけるγ照射がコン

クリートの種々の材料特性値（重量，弾性係数，圧縮強度，細孔径分布）に及ぼす影響は，常

温においてγヒートに伴う温度上昇による付加的影響が若干あるが，それほど大きなものでな

いことが報告されている1)。 

また，TRU廃棄物の中で放射線量が も大きいハル・エンドピースから受けるセメント系材料

の集積線量は廃棄体表面付近で 3MGy程度であると見積もられており2)，廃棄体から離れた位置に

ある構造躯体ではさらに線量は低くなる。よってγ線の影響は小さいと考えられる。 
 

4.2  経時変化予測 

該当なし。 
 
4.3  ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4  不確実性 

該当なし。 
 

＜参考文献＞ 
[1] 山田浩司，村瀬欣伸，横田紀男 (1984)：γ照射がコンクリートの諸物性に及ぼす影響に

関する研究. セメント技術年報 38. 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU 廃棄物処分概
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念検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＳＮ－０１：構造躯体の物質移動特性 

 
１．名称 
構造躯体の物質移動特性 (SN-01) 

 
２．概要 
構造躯体は廃棄体を定置する区画を構成し，緩衝材や充填材の施工の支保や形状維持の役割を

担う。廃棄体や充填材の支持のために構造躯体には構造強度が必要であり，そのため，鉄筋コン

クリートで施工されることが考えられている。 

構造躯体と拡散バリア層の違いは，構造躯体には粗骨材と鉄筋が用いられることであり，初期

の状態が維持されれば，構造躯体の物質移動特性は，粗骨材の影響が考えられるものの，充填材

のうちの拡散バリア領域の物質移動特性に類似している。ただし，鉄筋が腐食して膨張した場合

には，鉄筋のあった場所を中心として多数のひび割れが生じることが予想される。 
構造躯体の物質移動特性は，ひび割れを含む間隙構造と収着特性および周辺の地下水条件によ

って決定される。ひび割れがない状態では，構造躯体は透水係数が小さいため，多孔質な拡散場

となる。部分的に貫通ひび割れが生じた状態で，塊として健全部が残っているような状態では，

劣化部と健全部からなる不均質な媒体となる。さらにひび割れが多く発生し，健全部が塊として

残らないような状態では，拡散係数や透水係数は大きいが均質な多孔質媒体となる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
充填材領域から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，構造躯体の領域に入る。この部分は，

鉄筋が存在し，面積が大きい構造体であるため，ひび割れが生じる可能性があり，特に鉄筋が腐

食膨張すると多数のひび割れが発生することが予想される。 

一方，ひび割れがない場合や健全部が塊として残るような状況では，核種の移動に対して拡散

バリアとして機能することが期待できる。このような状況での核種の移行過程は，ひび割れなど

の部分の地下水流れによる移流分散と健全部の拡散であると考えられ，ひび割れの頻度や幅，健

全部の拡散特性や収着特性によって支配される。 
人工バリア内の地下水流速が小さく，移流による漏出が小さい場合には，人工バリアからの核

種フラックスに対する拡散バリアの感度は大きくなる。一方，移流による漏出が卓越する場合に

は，拡散バリアの感度は小さくなる。感度に寄与する因子は，構造躯体を通過する地下水流量，

拡散バリアの実効拡散係数および健全部の厚さと面積である。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
水中に溶解または浮遊した物質の移動のドライビングフォースは，水の流れに伴う移流と溶質

の熱運動とブラウン運動に起因する拡散である。したがって，水中に溶解した物質の移動は，構

造躯体の形状と間隙構造を厳密にモデル化すれば，移流と拡散および媒体との相互作用を記述す

ることによってモデル化することができる。 

構造躯体については，層として存在するためモデル化することができる。ただし，ひび割れの
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扱いについては課題が多い。セメント系材料の実効拡散係数については，一部の候補材料で測定

され，1E-11m2/sのオーダーとなっている1,2,3)。 

従来の事例では，鉄筋の腐食膨張などによる多数のひび割れ発生を考慮して，六ヶ所低レベル

放射性廃棄物埋設センターの１／２号埋設施設の線量評価4) や第１次TRUレポート5) においては，

核種の物理的な移動抵抗は考慮せず，収着特性だけが考慮されている。この場合，廃棄体から漏

出した核種は，廃棄体間の充填材と構造躯体の全体に瞬時に広がると仮定され，その外側の緩衝

材に拡散や地下水流れによって移動する。 

 

4.2 経時変化予測 

構造躯体における物質移動特性は，間隙構造と媒体の収着特性に支配されるものであるため，

これらが変化することによって物質移動特性が変化する。 

間隙構造が変化する要因としては，構造躯体中の化学成分の溶出，沈殿物の生成，廃棄体から

の漏出物との化学反応物の生成，ひび割れの発生，鉄筋，廃棄体の腐食膨張などがあり，微細な

構造の変化よりもひび割れの発生などのマクロな変化が生じやすいと考えられる。 
間隙構造や収着特性の経時変化を支配するのは，可溶性の化学成分の化学変化，溶解速度，移

流拡散速度，金属腐食速度，熱応力，周辺からの応力であり，長期的な変化は腐食速度や物質の

移流拡散速度に支配される。 
も短期的な変化は熱応力と考えられ，１年以内から数１０年のオーダーで変化する可能性が

ある。化学成分の溶解，沈殿，移流拡散は，数１００年～数１０万年以上の期間にわたって徐々

に変化する可能性がある。金属腐食については，極めて緩慢なプロセスであるが，大気中の鉄筋

コンクリート構造物の場合には，数 10μm（要調査）の腐食によってひび割れが発生している。 
ひび割れ発生限界腐食量は，現時点では一般的に認められた評価式は得られていない状況であ

るが，幾つかの方法が提案されている。その一例を下式に示す6)。なお，ひび割れ発生限界腐食

量はコンクリートのかぶりや鉄筋径などによって変化する。 
 

 Ｒd=0.0602(1+2c/d)
0.85・d 

ここに，Ｒd：ひび割れ発生時の腐食量(mg/cm2) 

        c：かぶり(mm) 

        d：鉄筋径(mm) 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

特になし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
構造躯体については，物質移動特性がひび割れなどの影響を受けるが，その発生予測に関して

不確実性があり，物質移動特性の不確実性の大きな要因となる。また，ひび割れ面に沿った間隙

構造の変化に関して不確実性がある。 
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4.4.2 データに関する不確実性 

構造躯体の物質移動特性はひび割れなどの影響を受けるが，ひび割れやひび割れ面に沿った間

隙構造の変化に関して不確実性があり，データを取得する際の材料の状態がそのまま不確実性に

つながる。骨材とセメントの界面の状態についても不確実性の要因となりうる。 

 
＜参考文献＞ 

[1] 改訂地下水ハンドブック(1998)．  

[2] 寺島泰，熊木徹(1976)：数種の多孔性材料中における水分子の有効拡散係数，土木学会論

文報告集，第 256 号，pp.91-94，1976 年 12 月． 

[3] 坂本浩幸，ほか(2002)：複合バリア施設の長期性能評価：(3/3)セメント，日本原子力学会 

2002 年春の年会 M50，p.712． 

[4] 日本原燃株式会社(1997)：六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センター廃棄物埋設事業変更

許可申請書 平成９年１月． 

[5] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[6] 土木学会 原子力土木委員会(2002):原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指

針・同マニュアル. 
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ＳＮ－０２：核種の移流・分散 

 
１．名称 
核種の移流・分散 (SN-02) 

 
２．概要 
移流(advection)とは，地下水のマクロな流れによって水中に溶存する物質が移動することを意

味し，分散(dispersion)とは地下水流路におけるミクロな経路の屈曲や，流路の中心と固相近傍

とのミクロな流速の差異，亀裂などによる部分的な流速の不均質性などによって，溶存物質が広

がる現象を総称したものである。溶存物質と固相との相互作用の不均質性や速度論的影響なども

含まれる場合もある。 

構造躯体においては，健全部は透水係数が小さく拡散支配となることが予想され，移流分散が

卓越する可能性は小さいが，ひび割れなどが発生した部分や劣化部については，選択的に地下水

が流れることが予想され，核種移行において移流・分散が卓越すると考えられる。また，全体が

劣化した場合には，選択的な流れは小さくなる反面，拡散による移行が大きくなることが考えら

れる。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
充填材領域から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，構造躯体の領域に入る。この領域での

物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要なものであり，どちらが卓越するかは，

この領域でのミクロな地下水流速によって決まる。ひび割れや劣化部がない場合には透水係数か

ら考えて，移流・分散は小さく拡散支配になると考えられるが，ひび割れや劣化部がある場合に

は，緩衝材などの他のバリアの透水特性や境界条件に依存することになる。また，平均的には移

流・分散は小さく拡散支配になる場合であっても，ひび割れや劣化部については，地下水の選択

的流路になることが考えられるので，移流・分散が卓越する可能性もある。構造躯体全体として，

移流・分散による核種フラックスが卓越する場合には，構造躯体の拡散バリアとしての閉じ込め

効果はあまり期待できないということになる。 

構造躯体領域の移流・分散によるフラックスを支配するのは，人工バリア全体としての水理特

性と境界条件である。構造躯体領域を通過する地下水流量が，拡散速度を上回る場合には核種フ

ラックスは地下水流量に比例する。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
地下水の流れによる移流については，一般的に下記の移流分散方程式（簡単のため１次元で示

す）の移流項（右辺第２項）で表現される。 

)i,t(S
x
CV

x
CD

t
CRf 2

2
+

∂
∂

⋅ε−
∂
∂

⋅ε=
∂
∂

⋅ε ------------------------------ (1) 

C : 間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

D : 媒体中の分散係数 (m2/s) 
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ε : 媒体の間隙率 (－) 

Rf : 媒体中の遅延係数 (－) 

V : 媒体中の地下水流速 (m/y) 

S(t,i) : 生成項 (Bq/y) 
一方，分散については，右辺第１項の拡散項で考慮されるのが一般的である。この場合，εD=De+

εαLVとして，地下水流速に分散長を乗じた形で与えられ，分子拡散との合計で与えられる。 

移流については地下水の流量によって決まるが，分散長については種々の現象を包含したもの

であるため，不確実性が大きい。ただし，構造躯体部分の移行距離は高々１ｍ程度であり，モデ

ル化において重要な因子とはならない。 

 

4.2 経時変化予測 

構造躯体中の移流・分散の経時変化は構造躯体の物質移動特性の経時変化に依存する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

構造躯体の移流・分散を対象としたナチュラルアナログ研究はない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
構造躯体部分の移流・分散の不確実性は構造躯体の物質移動特性の不確実性に依存する。この

うち，分散長については，ミクロな間隙構造に依存するため，不確実性が大きいと考えられるが，

物質のフラックスに与える影響は小さい。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

構造躯体部分の移流・分散のうち，移流については，構造躯体のひび割れの形成や時間的なひ

び割れの進展あるいは閉塞の挙動，地下水の流量の影響が不確実性となる。分散については充填

材と同様にばらつきが大きい。 
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ＳＮ－０３：核種の拡散 

 
１．名称 
核種の拡散 (SN-03) 

 
２．概要 
水中に溶解または浮遊した物質は，水の流れに伴う移流・分散が十分に小さい場合であっても，

溶質の熱運動とブラウン運動に起因する拡散によって移動する。拡散現象は個々の分子レベルで

みた場合にはランダムな動きであるが，全体としては着目する物質の濃度の高い方から低い方向

に移動する。構造躯体の健全部については透水係数が小さく，移流・分散よりも拡散による物質

移行が支配的になる。ひび割れや界面と健全部が混在する構造躯体全体で見た場合，ひび割れな

どを経由する移流分散による核種移行が卓越する場合には，健全部への拡散はマトリクス拡散と

言える状況になり，ひび割れなどを経由した物質移行を抑制する方向に機能するが，ひび割れな

どを経由する移流分散による核種移行が小さい場合には，健全部の拡散による物質移動が支配的

となる。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
地下水の浸入に伴い充填材領域から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，構造躯体の領域に

移行する。この領域での物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要なものであり，

どちらが卓越するかは，この領域でのミクロな地下水流速によって決まる。 

ひび割れや劣化部がない場合には透水係数から考えて，移流・分散は小さく拡散支配になると

考えられるが，ひび割れや劣化部がある場合には，緩衝材などの他のバリアの透水特性や境界条

件に依存することになる。 
また，平均的には移流・分散は小さく拡散支配になる場合であっても，ひび割れや劣化部につ

いては，地下水の選択的流路になることが考えられるので，移流・分散が卓越する可能性もある。

構造躯体全体としての移流・分散による核種フラックスが卓越する場合には，構造躯体による核

種閉じ込め効果はあまり期待できないということになる。 
構造躯体の拡散によるフラックスを支配するのは，媒体の実効拡散係数と断面積および外側で

の濃度である。構造躯体領域の外部の物質移動速度が小さい場合には，濃度勾配が小さくなるた

め，拡散によるフラックスは小さくなるが，このような場合には構造躯体領域の拡散速度は系全

体としてのフラックスの抑制にあまり寄与していないということになる。拡散支配となる条件で

は，物質移動のフラックスは拡散係数や断面積に比例し，厚さに反比例する。 
構造躯体の拡散が感度を有するのは，塊として拡散係数の小さい領域が残されている場合で，

しかも移流・分散による核種移行フラックスが小さい場合である。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
地下水の流れが多少とも存在する条件での物質移動については，一般的に下記の移流分散方程

式（簡単のため１次元で示す）で表現される。このうち，分子拡散による物質移動は右辺第１項
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に含められている。 
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C : 間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

D : 媒体中の分散係数 (m2/s) 

ε : 媒体の間隙率 (－) 

Rf : 媒体中の遅延係数 (－) 

V : 媒体中の地下水流速 (m/y) 

S(t,i) : 生成項 (Bq/y) 
右辺第１項は地下水流れがある場合には，分散項を含むものとなるが，流速が小さいとの拡散

項そのものとなり，同時に右辺第２項の移流項も小さくなるので結局(1)式は拡散方程式となる。 

コンクリートを含むセメント系材料の実効拡散係数の測定例は文献1,2,3)に示されている。 

 

4.2 経時変化予測 

構造躯体中の拡散の経時変化は構造躯体の物質移動特性の経時変化に依存する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

構造躯体中の拡散を対象としたナチュラルアナログ研究はない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
拡散に関しては現象そのものはよく理解されているため，不確実性は小さいが， も不確実性

があるのは，構造躯体におけるひび割れの発生とその部分からの劣化の進展である。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

拡散係数自体は間隙構造の影響をうけるため，不確実性が残る。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 建設産業調査会（1998）：改訂地下水ハンドブック，地下水ハンドブック編集委員会編．  

[2] 寺島泰，熊木徹(1976)：数種の多孔性材料中における水分子の有効拡散係数，土木学会論

文報告集，第 256 号，pp.91-94，1976 年 12 月． 

[3] 坂本浩幸，ほか(2002)：複合バリア施設の長期性能評価(3/3)セメント，日本原子力学会 

2002 年春の年会 M50，p.712． 
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ＳＮ－０４：核種の収着 

 
１．名称 
核種の収着（SN-04） 

 
２．概要 
構造躯体領域における放射性核種の存在形態としては，一般に，①移動性成分（通常は溶解性

核種だが，揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と，非移動性の②沈殿成分，③吸着成分

が考えられる。 
核種の収着は固液界面での現象であり，固相である構造躯体の表面特性と液相である地下水の

地球化学的特性に依存する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
「収着(sorption)」とは，本来，気体または溶液中の溶質が固体表面および内部に取り込まれる

現象を包括的に示す言葉であり，物理吸着，イオン交換，表面錯体形成，鉱物化等の現象を含ん

でいる。これら素現象の駆動力となっているものは，物理吸着では van der Waals 力，イオン交換

では静電ポテンシャル，表面錯体形成では共有結合，鉱物化ではギブス自由エネルギーの不均衡

である。 

収着の程度を定量化する も一般的なアプローチは，分配係数Kd [m3 kg-1]の導入である。放射

性元素iの当該固相への分配係数Kd,iは，固相への収着濃度Si [mol kg-1]と液相中の濃度Ci [mol m-3]

の比として，次のように定義される。 

   
i

i
i C

S
Kd =      (1) 

分配係数を導入する場合，通常，収着反応が可逆であること，収着反応が平衡状態にあること

を前提とする。さらに，収着する放射性元素の存在量に対して固相側の収着サイトの存在量が十

分に多いことが明らかな場合には線形収着が成立し，分配係数は，放射性元素濃度によらず，常

に一定の固有値として取り扱うことができる。しかしながら実際には，不可逆な収着や1)，収着

の非線形性が認められる観察事例2)も報告されている。 
 
４．理解の現状 
4.1 モデル／試験研究 

構造躯体を構成する材料としては，主要構成物であるセメント系材料と鉄骨／鉄筋のような鉄

（およびその腐食鉱物）がある。 

【セメント系材料】 

セメント系材料は良好な吸着媒体のひとつと考えられている。しかしながら，その鉱物組成・

鉱物変遷は複雑であり，その吸着メカニズムが詳細に理解されているわけではない。現在，吸着

への寄与が大きい鉱物として，その非晶質性のゆえに表面積の大きいCSHゲルが示唆されている3)。 

【鉄】 

鉄骨あるいは鉄筋の材料である鉄が地下水と接触することで生成される腐食生成物は良好な吸
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着サイトとなることが知られている4)。FeOOH等いくつかの腐食生成物については，固相サイトと

の吸着を化学平衡に見立てた表面錯体モデルを適用する基礎が準備されつつある5)。しかしなが

ら，評価の保守性のために，腐食生成物への吸着は一般に無視される傾向にある。 
 
4.2 経時変化予測 

分配係数の経時変化は，間隙水性状の変化と固相の化学特性変化とに分解して考えることがで

きる。 

間隙水は，ごく初期段階では高温かつ酸化性雰囲気となっている可能性があり，液相中での核

種の存在形態が異なるために，還元性を仮定した場合の通常の分配係数とは全く異なる可能性が

ある。 

還元性に復帰した後は，ＴＲＵ地層処分，余裕深度処分に特徴的なセメント系材料の影響，す

なわちｐＨの影響が顕著である。使用されるセメント系材料の仕様にも依存するが，一般にセメ

ント系鉱物の自律的変遷に応じて，間隙水のｐＨも高アルカリから中性領域に経時的に変化する

ことが指摘されており，このｐＨ変化に応じて，放射性元素の speciation が変化するとともに，

表面錯体による吸着の場合，表面サイトの解離状態も変化する可能性がある。 

一方，固相側の化学的特性の経時変化としては，セメント系材料の自律的変遷に伴う鉱物変遷

の影響が顕著であり，複数の吸着サイトの生成・消滅が経時的に進展する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
• 収着平衡の成否 

• 線形収着／非線形収着 

• 経時変化を含む収着サイトのキャラクタリゼーション 

• 収着サイトへの収着のメカニズム 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

• 海水条件下での分配係数 

• 分配係数の温度補正 

 
＜参考文献＞ 
[1] Khan, S. A. et al.(1994): Sorption of cesium on bentonite, Waste Management, Vol.14, 

No.7, pp.629-642. 

[2] 福井正美(1999)：各種測定法による溶質の Kd 比較，京都大学原子炉実験所「天然バリア

Kd」専門研究会報告書, KURRI-KR-44, pp.191-196. 

[3] 藤田智成，杉山大輔，塚本政樹，横山速一(1997)：TRU 廃棄物処分の化学的バリア性能に

関する課題の調査，電力中央研究所報告 U97017. 
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[4] Stumm, W(1990) : Aquatic Chemical Kinetics, John Wiley & Sons, Inc. 

[5] Dzombak and Morel : Surface complexation. 
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ＳＮ－０５：核種の沈殿・溶解 

 

１．名称 
核種の沈殿・溶解（SN-05） 

 
２．概要 
構造躯体領域における放射性核種の存在形態としては，一般に，①移動性成分（通常は溶解性

核種だが，揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と，非移動性の②沈殿成分，③吸着成分

が考えられる。 
間隙水中の核種濃度の上限値が溶解度であり，これを越えた場合， 終的には化学平衡が成立

して核種の沈殿固相を形成する。移流あるいは拡散によって核種が移動し，液相の核種濃度が減

少した場合，ひとたび形成された沈殿が再溶解する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
沈殿・溶解プロセスの駆動力となっているものは，当該元素の固液２相間での熱力学エネルギ

ーの不均衡である。沈殿・溶解の化学反応両辺におけるギブス自由エネルギーG の大小関係によ

って，沈殿反応あるいは溶解反応が卓越することとなる。通常は，反応自由エネルギー⊿G がゼ

ロとなるような状態，すなわち沈殿速度と溶解速度が見かけ上均衡した化学平衡の状態を仮定す

る。しかしながら実際には，平衡状態に達するまでに多くの時間を要する場合もありうる。 
移動性の液相核種濃度の上限値を制限する点において，溶解度は性能評価上重要なパラメータ

のひとつとなりうる。特に，廃棄体周囲での物質移動が拡散によって支配される場合，移動の駆

動力となる濃度勾配をより小さく保つことができるので，核種の沈殿現象は物質移行抑制機能と

しても重要である。 
セメント系材料を主要な構成物としている点において，充填材領域と構造躯体領域とは化学的

な特性は類似しており，化学的プロセスである溶解・沈殿現象も同様の挙動となる。したがって，

当該ＦＥＰ「構造躯体における核種の溶解・沈殿」に関する記述は，ＦＥＰ「充填材における核

種の溶解・沈殿」での議論をほぼ踏襲することができる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
溶解度は，温度，ｐＨ，Ｅｈ，イオン強度，共存イオン濃度といった間隙水性状に依存する。

指定された間隙水性状において適切と考えられる溶解度制限固相が指定できれば，PHREEQE 1)等

の地球化学計算コードによって，当該元素の溶解度を評価することができる。性能評価に用いる

溶解度は，このようにモデル評価された溶解度と試験による実測値とを勘案しながら設定される。 

初期インベントリがそれほど多くはないＴＲＵ地層処分，余裕深度処分の場合，溶解度制限に

達するのは，ウラン等一部の元素に限定される。特に，人工バリア構成上， もインベントリの

多い廃棄体領域から空間的に離れている構造躯体領域においては，空間的希釈効果によって，沈

殿生成の可能性はさらに小さいものと予想される。また，ヨウ素，セシウム等可溶性の元素では

沈殿を生じ得ないため，溶解度は物質移行抑制には寄与しない。 
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4.2 経時変化予測 
溶解度の経時変化は，間隙水性状の変化にほぼ置き換えて考えることができる。 

ごく初期段階では，高温かつ酸化性雰囲気の間隙水性状となり，還元性を仮定した通常の溶解

度や溶解度制限固相とは全く異なる可能性がある。 

還元性に復帰した後は，ＴＲＵ地層処分，余裕深度処分に特徴的なセメント系材料の影響，す

なわちｐＨの影響が顕著である。使用されるセメント系材料の仕様にも依存するが，一般にセメ

ント系鉱物の自律的変遷に応じて，間隙水のｐＨも高アルカリから中性領域に経時的に変化する

ことが指摘されており，このｐＨ変化に応じて，放射性元素の溶解度も変化する可能性がある。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 
利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
• 溶解・沈殿平衡が成立しているか（不可逆反応の可能性，over saturation / under 

saturation） 

• 溶解度制限固相が適切に選定されているか（酸化物／水酸化物，共沈） 

• 液相化学種が適切に選定されているか 

 

4.4.2 データに関する不確実性 
溶解度評価に用いられる熱力学データセットについては，なお以下のような不確実性が残って

いると考えられる。 

• 高イオン強度補正（高イオン強度の地下水性状の場合，適切に活量補正できるデータが

あるか） 

• 温度補正（25℃での熱力学データ取得が多く，実際の 50-60℃での溶解度補正が可能か） 

• アルカリ補正（高アルカリ条件での熱力学データにはなお不明な点が多い） 

 
＜参考文献＞ 

[1] Parkhurst, D. L., Thorstnsen, D. C. and Plummer, L. H.(1980): PHREEQE – A Computer 

Program for Geochemical Calculations, U.S. Geological Survey, Water-Resources 

Incvestigations 80-96. 

 
 
 

S 構造躯体-116 



 

ＳＮ－０６：コロイド形態による核種移行 

 
１．名称 
コロイド形態による核種移行 (SN-06) 

 
２．概要 
通常，間隙水中での放射性核種の溶存形態は，分子程度の粒径となっているものと考えられる。

しかしながら，放射性核種がコロイド形態をとる場合，通常の溶存形態の場合とは異なる移行挙

動を示すこととなる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
液相において放射性核種がコロイド形態で存在する場合，安全性に係る影響メカニズムとして

重要と考えられることは，①移動性の放射性核種量が相対的に増大すること，②特に疑似コロイ

ドに顕著なこととして，分子性粒子の場合とは表面電位等化学的特性が異なるため移行特性，吸

着特性等が変化すること，及び③巨大分子であることに起因して狭隘な経路を移行しがたくなる

こと（ろ過効果）が指摘できる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
構造躯体領域における地下水コロイドとしては，セメントに起因する C-S-H コロイド，シリカ

コロイド等に加えて，鉄筋・鉄骨の腐食生成物に起因する鉄水酸化物をベースとしたコロイドが

想定される。 

構造躯体領域において特徴的と考えられるセメント間隙水性状の条件下では，コロイドは一般

に不安定であり1)，構造躯体でのコロイド形態での核種移行は，大きな影響を持たないと考えら

れる。 
 
4.2 経時変化予測 

構造躯体領域に特徴的なセメント系材料は化学的に不安定であり，地下水との反応によって，

その鉱物組成を経時的に変化させる。疑似コロイドのソースとなる地下水コロイドも，このセ

メント鉱物組成変化に応じて変化することが予想される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ 高ｐＨ領域における真性コロイド生成の可能性（特にアクチニド） 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（組成，粒径分布等） 

・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（可逆／不可逆） 
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4.4.2 データに関する不確実性 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（量，表面電位等） 

・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（結合の程度等） 

・ 疑似コロイドの吸着性 

 
＜参考文献＞ 

[1] Wieland, E. (2000) : Colloid Generation in Cementituous Backfill Material: 

Preliminary Investigations in the Systems Quartz/Cement Pore Water and “Monokorn” 

Mortar/Cement Pore Water, PSI Technical Report. 
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ＳＮ－０７：ガス形態による核種移行 

 

１．名称 
ガス形態による核種移行（SN-07） 

 
２．概要 
核種移行解析において移動性核種として評価対象としているのは，通常は水溶液中に溶存して

いる核種である。しかしながら，放射性核種の中には揮発性を有するものがあり，そのような核

種については，ガス形態で移行する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 

地下水シナリオにおいては，地下水を媒体とした核種の移行を前提としており，核種の存在

形態としては，通常，移動性の溶存形態と非移動性の固相（通常は可逆性の沈殿あるいは収着

成分）とが想定されている。これに対し，希ガスやハロゲンのように，潜在的に揮発性を有す

る放射性元素の全量あるいは一部が気体として存在した場合，ガスを移行媒体とした核種移行

が生じる。 

人工バリアシステムの構成材料に起因するガス生成機構を前提とすると，移行媒体としての

ガスを構成する主要な成分は，嫌気性条件下での金属の腐食に伴って発生する水素ガス（及び

有機物の微生物分解に伴って発生するメタン等）であり1), 2)，放射性ガスが存在する場合，この

水素ガスに連行して移行することが考えられる。 

気相内での物質の拡散は，液相内での物質の拡散に比較して速いことから，非放射性ガスに

連行して移行する放射性ガスの実質的な移行速度は，非放射性ガス相そのものの人工バリア及

び地質媒体中の移行速度によって支配されることが予想される。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
ＴＲＵ地層処分及び余裕深度処分においてガス形態を取りうる重要核種としては Cl-36, I-129

及び C-14 までが挙げられるが， 終廃棄体定置時のインベントリ内訳における揮発性成分の割合

はゼロもしくは極めて小さいと考えられる。したがって，基本的には，ガス形態による核種放出

の可能性も極めて小さいと予想される。しかしながら，処分場の長期的な化学環境変化によって，

初期には液相・固相として存在したこれら核種がガス形態に変化しうる可能性を完全に否定する

こともまた困難であるように思われる。 

 
4.2 経時変化予測 

①金属腐食に伴う水素ガス等，非放射性ガスとの連行が想定されるため，放射性ガスの経時変

化も，腐食の進行，非放射性ガスの逃散現象と同様となる可能性があること，②溶存形態で移流・

拡散で移行する場合に比べ，ガス形態での移行の方がはるかに移行速度が大きいと考えられるこ

と，が指摘できる。 

 

S 構造躯体-119 



 

4.3 ナチュラルアナログ 
利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
• 放射性核種がガス形態に変化することの確からしさ 

• 人工バリア及び天然バリアにおける非放射性ガス相の移行 

 

4.4.2 データに関する不確実性 
• 初期インベントリにおける揮発成分の割合 

• ガス形態の核種の移行特性に係るパラメータ 

 
＜参考文献＞ 
[1] Nirex(1997): Science Report Nirex 97, An Assessment of the Post-closure Performance 

of a Deep Waste Repository at Sellafield - Volume 4 : The Gas Pathway, Report No. 

S/97/012. 

[2] Nagra(2002): Project Opalinus Clay : Safety Report – Demonstration of disposal 

feasibility for spent fuel, vitrified high-level waste and long-lived 

intermediate-level waste, TECHNICAL REPORT 02-05. 
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ＳＮ－０８：硝酸塩による核種存在形態の変化 

 
１．名称 
硝酸塩による核種存在形態の変化 (SN-08) 

 
２．概要 
低レベル濃縮廃液の廃棄体には可溶性の塩であるNaNO3が多量に含まれている。間隙水中に溶解

したNO3
-イオンは間隙水性状によってNH3 / NH4

+イオンまで変化， する可能性がある。放射性核

種がこれら硝酸イオン及びアンモニアと錯体を生成することによって， その移行特性が変化する

可能性がある。また硝酸イオンによりもたらされる酸化性条件よる核種の酸化状態の変化により， 

核種の溶解度や収着性が変化する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
初期のNO3

-からNH4
+／NH3にまで窒素が変化するためには， 強い還元剤が必要である。構造躯体

領域に用いられる材料を考えた場合， 鉄筋・鉄骨等が存在する場合にはＦｅが還元剤として作用

して， NH4
+／NH3を生成する可能性がある。あるいは廃棄体あるいは充填材領域で既に還元作用を

受け， アンミン錯体を形成した放射性核種が構造躯体領域に移行してくる可能性もある。 

アンモニアと放射性核種とが錯生成した場合， ①溶解度上昇の可能性， ②吸着挙動（バリア

材への吸着のメカニズム及び吸着しやすさ）の変化が考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 窒素の還元 
既に廃棄体あるいは充填材での「硝酸塩による核種移行形態の変化」のFEP (WN-09/MN-08)にて

紹介したように， JNCは， 密閉ガラス容器中に炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ， 低Eｈ高ｐ

H条件下で 1－6ヶ月保持する実験を行った結果， NO3
-の変遷生成物としてNO2

-及びNH4OH (NH3 aq)

を確認し， それ以外の化学形態は確認できなかったと報告している 1)。反応期間が長くなるに

つれて， NO2
-の生成量が減少する一方， NH4OH (NH3 aq)の生成量が増加しており， NO2

-が中間生

成物となっていることを示唆している。また， 固相が共存しない系で行われた同様の試験では， 

初期NO3
-のまま変化がないことも確認しており， NO3

-の変遷メカニズムにおいて， 還元作用を有

する固相の表面が触媒的に機能していることを示唆している。 

 

4.1.2 硝酸ナトリウムによる核種移行パラメータへの影響 
3 mol dm-3 NaNO3溶液及び 1 mol dm-3 アンモニア溶液での， 普通ポルトランドセメント及び新

第三紀凝灰岩への核種のバッチ収着試験結果 2)を図１に示す。セメントへの収着の場合， 有機C， 

Cl及びIについては硝酸塩による収着分配係数の低下が認められたが， Th， Am及びCsについては

有意な影響は認められない。一方， 凝灰岩への収着の場合， Csでは硝酸塩による収着分配係数

の低下が， 逆にThでは硝酸塩による収着分配係数の上昇が認められ， 一方， Am， 有機C， 無

機C， Cl， Iでは有意な影響は認められていない。 
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図１ セメント系材料及び凝灰岩に対する収着分配係数への硝酸塩の影響 
 

図１ C，Cl，I，Th，Am及びCsの，3 mol dm-3 NaNO3溶液及び 1 mol dm-3 アンモニア溶

液での収着分解係数 

 
4.2 経時変化予測 

①間隙水の酸化還元電位の過渡的な変化（建設中の大気開放から閉鎖後の還元雰囲気への復帰）

及び②NO3
-→NH4

+／NH3の生成プロセスによる時間遅れによって， 放射性核種のアンミン錯体形成

に関係する経時変化が考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は見つからない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ NO3

-からのNH4
+／NH3の生成の時間挙動 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ NO3
-からのNH4

+／NH3の収率 

・ NH4
+／NH3と放射性核種との錯体生成に係る安定度定数 

・ 放射性核種のアンモニウム錯体の化学挙動（分配係数， 拡散係数等） 

 

＜参考文献＞ 
[1] 本田明，ほか(2005)：炭素鋼の腐食に伴う硝酸イオンの化学的変遷のモデル化, 核燃料サイ

クル開発機構技術資料, JNC TN8400 2005-023． 

[2] 諸岡幸一，ほか(2004)：TRU 廃棄物処分における硝酸塩の影響に関する研究（IV）－硝酸ナ

トリウムの影響を考慮した核種移行パラメータ－，日本原子力学会 2004 年春の年会 要旨

集 第Ⅲ分冊，p.851． 
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Ｂ 緩衝材 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ＢＴ－０１：緩衝材の熱物性 

 
１．名称 
緩衝材の熱物性（BT-01） 

 
２．概要 
処分場を構成する各部位の熱物性（熱膨張係数，熱伝導率，比熱及び熱拡散率）は，それぞれ

の部位の温度変化，熱による体積変化，熱の伝導性を支配するものである。特にハル・エンドピ

ースの圧縮収納体からなる廃棄体（グループ 2）は発熱量が比較的大きく，処分場はその熱が伝

達されることにより温度が上昇する。人工バリアに使用されるセメント系材料及びベントナイト

系材料は温度が上昇すると化学的な変質が発生し，核種移行を抑制するバリアとしての機能を低

下させる可能性がある。したがって，人工バリアには発熱廃棄体から放出される熱を外部（母岩）

へと伝達し，人工バリア内部での熱の蓄積を抑制する能力が必要であり，人工バリアを構成する

それぞれの部位の熱物性は重要な位置付けにあると言える。 

廃棄体グループ 1及び 2に対しては緩衝材を設置することが考えられている。緩衝材には，止

水性，自己シール性，核種収着遅延性，熱伝導性，化学的緩衝性，構造躯体の支持性，応力緩衝

性などが長期にわたり維持されることが期待されている。これらの機能を比較的満足し得る材料

として，圧縮されたベントナイトが注目されており，現在はベントナイトにケイ砂を混ぜたもの

が考えられている1）。 

緩衝材の温度変化は隣接する構造躯体，支保工や埋戻材との熱のやりとりと緩衝材自身の熱物

性によって決定される。また，緩衝材の熱による体積変化は，緩衝材に発生する温度と熱物性に

よって決定される。緩衝材の熱物性は，緩衝材に使用される材料の種類や緩衝材の温度及び長期

的な化学的変質により変化すると考えられる。 

 
３．安全性への影響機構 
緩衝材は，緩衝材よりも内側に設置されている構造躯体から熱が伝達され，緩衝材中に蓄積さ

れる熱を外側（母岩側）に設置されている支保工や埋戻材などへ伝達する。また，緩衝材の温度

は発熱性の廃棄体から伝達される熱だけでなく，岩盤の地熱が緩衝材よりも外側（母岩側）に位

置する人工バリアを伝達し，上昇又は下降する。緩衝材の熱伝導性が低いと構造躯体及び緩衝材

自身の温度が上昇し，これらに使用されるセメント系材料，鋼材及びベントナイト系材料の熱変

質が生じる。したがって，緩衝材の熱伝導性は直接的には隣接する構造躯体，支保工，埋戻材及

び緩衝材自身の温度変化に影響を与え，それぞれに使用されるセメント系材料，鋼材及びベント

ナイト系材料の熱による変質を左右すると言える。 
緩衝材は温度変化にともなって膨張・収縮変形を発生する。熱による膨張・収縮の変形が拘束

された場合，緩衝材に応力が発生する。再冠水後の緩衝材の場合は，応力緩衝性によって容易に

変形するため，緩衝材自体の損傷は発生しないと考えられる。しかし，緩衝材の変形や応力の変

化は，隣接する構造躯体及び支保工や埋戻材の応力・変形にも影響を与えると考えられる。 
このように，緩衝材の熱特性は，廃棄体から発生した熱が，構造躯体から緩衝材を介して支保

工や埋戻材へと伝わる熱量や速度，また熱による緩衝材の温度上昇，及び緩衝材が隣接する構造
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躯体，岩盤（又は支保工）の応力・変形に影響を与えると考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 
緩衝材の温度は，緩衝材の熱伝導率が大きく，比熱が小さくなるほど上昇しやすい傾向となる。 

緩衝材の熱伝導及び比熱について，乾燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体及び乾燥密度

1.6Mg/m3の 30wt%ケイ砂混合体を対象として実施した試験事例があり，以下のような結果を得て

いる2）。 

測定には非定常細線加熱法の原理を利用した迅速熱伝導率計を用いている。熱伝導率の測定結

果を試験条件の温度で整理したものを図 1に示す。 

 

 
図 1 熱伝導率の温度依存性 

 
ここで，ωは含水比[％]である。(a)は乾燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体の測定結果，(b)

は乾燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂混合体（30wt%）の測定結果である。これから，乾燥密度 1.8Mg/m3の

ベントナイト単体では温度依存性はほとんどないことがわかった。一方，乾燥密度 1.6Mg/m3のケ

イ砂混合体では，含水比が 15%のときに若干温度依存性があり，温度とともに熱伝導率は低下す

る傾向となった。これは，ヒートプローブ近傍での供試体内の含水比が発熱による蒸発により低

下したためと考えられる。したがって，ここでは，100℃までの範囲では，緩衝材の熱伝導率には

温度依存性はないものとし，以後の検討では，最も水分の蒸発の影響が小さいと考えられる温度

の 20℃条件下での測定値を用いることとしている。 

この実験から，緩衝材の熱伝導率は含水比の増加とともに増加することも明らかになった。土

の熱伝導率は，固相率，含水率，石英含量などの増加とともに大きくなるといわれている3）。乾

燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体は，乾燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂混合体よりも固相率が大きい

が，ケイ砂混合体にはケイ砂の主成分である石英が多く含まれるため，両者の熱伝導率に大きな

差異はないと判断される。 

比熱は，直接求めるのは困難であることから，熱拡散率を求め熱伝導率の計測結果から換算し

て求めている。点熱源法4）を用いて熱拡散率を測定し，熱拡散率が従う次式を用いて比熱を求め

た。 
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)/( cρλα = （ここで，λは熱伝導率，ｃは比熱，ρは密度） 

比熱の温度依存性を図 2に示す。 

 

 
図 2 比熱の温度依存性 

 
図中，(a)は乾燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体の結果，(b)は乾燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂混

合体（30wt%）の結果である。これから，乾燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体，乾燥密度 1.6Mg/m3

のケイ砂混合体ともに，比熱はおおむね 0.2～0.6[kJ/kg･K]の範囲内になり，その温度依存性は

小さいことがわかった。含水比の増加に応じて増加する傾向が示された。 

粘土の線膨張係数は高温になると増加するが，数百℃では 1.0×10-6～1.0×10-5[1/K]程度であ

る。H12 レポート2）では緩衝材の線膨張係数として 1.0×10-6[1/K]を用いている。 

 
4.2 経時変化予測 

緩衝材の熱物性は，含水状態の変化，温度変化，変質，組成変化，密度変化などによって変化

する。 

温度の影響については，処分場環境の温度は 100℃に満たないことから，温度による熱物性の

変化は小さいと考えられる。変質の影響については，乾燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体と乾

燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂混合体の熱物性に大きな差異がないことから，変質による熱物性の変化

は小さいと考えられる。 

含水状態の影響については処分場環境において不飽和から飽和までの状態が考えられることか

らその影響を考慮する必要がある。本検討書の評価では自然含水状態の値を用いることとし経時

変化は考慮していない。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

緩衝材に初期欠陥があった場合，大きく異なった熱物性値を示す可能性もある。しかしながら，

B緩衝材-3 



 

製作工程に適切な対策を施し，また品質確認を受けた緩衝材のみを使用することを前提にすれば，

初期欠陥の影響は無視できると考えられる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

緩衝材の熱物性はその含水状態により変化する。処分場の再冠水開始から緩衝材が地下水によ

って飽和する過程においては，緩衝材の含水状態が異なるため，熱物性がそれに応じて変化する

と考えられる。 

緩衝材の含水状態は地下水が浸潤することで変化することから，熱物性は当該処分場の水理特

性や水理特性の変動の影響を受けることになる。緩衝材の熱物性に関しては，塩水も含めた現実

的に取り得る地下水組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することも必

要である。 
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ＢＴ－０２：緩衝材の温度 

 
１．名称 
緩衝材の温度（BT-02） 

 
２．概要 
廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ 2）は発熱量が比較的大きい1）。処分場の長期的な温度を規定する主要因は，これら廃棄

体からの発熱及び周辺母岩の温度（地熱）である。処分場を構成する各部位に発生する温度は，

それぞれの部位が持つ熱物性と熱の主な供給源である廃棄体発熱及び周辺母岩の地熱の伝達によ

り変化する。処分場を構成する各部位に発生する温度により，各部位の体積変化が発生し，さら

に温度は力学特性・熱特性・水理特性などの諸物性に影響を与える可能性がある。また，各部位

に発生する温度が高くなると，材料として使用されるセメント系材料及びベントナイト系材料が

化学的に変質する可能性があり，核種移行を抑制するバリアとしての機能を低下させる可能性が

ある。 

廃棄体グループ 1及び 2に対しては緩衝材を設置することが考えられている。緩衝材には，止

水性，自己シール性，核種収着遅延性，熱伝導性，化学的緩衝性，構造躯体の支持性，応力緩衝

性などが長期にわたり維持されることが期待されている。これらの機能を比較的満足し得る材料

として，圧縮されたベントナイトが注目されており，現在はベントナイトにケイ砂を混ぜたもの

が考えられている１）。 

構造躯体の温度は，直接的には隣接する充填材及び緩衝材の熱的な相互作用によって決定され

る。また，構造躯体は温度変化に伴い膨張・収縮変形を発生し，その変形が拘束されると構造躯

体には温度応力が発生する。構造躯体の膨張・収縮変形は隣接する充填材及び緩衝材にも力学的

な影響を与えると考えられる。さらに，緩衝材は温度上昇により化学的変質が発生し，止水性，

自己シール性などの重要な機能を損なう可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構 
廃棄体定置後においては，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体(グループ 2)など

の発熱にともない，緩衝材の温度はその熱物性に従い上昇すると考えられる。緩衝材は温度上昇

により変質し，力学・水理・熱特性が変化し，地下水移動の抑制，自己シール性，力学的支持性，

コロイドの移動抑制などの機能に影響を与える可能性がある。 

処分場として，緩衝材の温度が 100℃以上になると，緩衝材の材料であるベントナイトの主成

分であるスメクタイトにイライト化やセメンテーションが発生し，人工バリア性能が低下する可

能性がある。イライト化はベントナイトの非膨張層の変質であり，その変質が発生すると，緩衝

材にはイオン交換性核種の分配係数の低下，膨潤性や自己シール性の低下及び拡散挙動の変化な

どが生じると考えられる2）。セメンテーションは，スメクタイトあるいは随伴鉱物の溶解に伴い

生じる二次鉱物の沈殿であり，鉱物学的な変化が顕著でない場合でも緩衝材の特性に影響を及ぼ

すことも考えられる2）。 
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４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 熱伝導解析 
第 1次TRUレポートでは，想定した結晶質岩系岩盤と堆積岩系岩盤のサイトについて熱伝導解析

を行っており，以下の結果を得ている1）。 

①結晶質岩系岩盤の場合 

冷却期間 25 年，坑道断面内に定置する廃棄体パッケージ数を 25 個とした条件で，坑道離

間距離 3D（D：処分坑道の内幅）とした場合では，ピーク温度が 80℃を上回るが，坑道離間

距離を 5D とすると 80℃を下回る結果となった。ここで，廃棄体パッケージとは，廃棄体（キ

ャニスター）を 4つ収納した 1.2m×1.2m×1.6m のコンクリート製容器である。 

②堆積岩系岩盤の場合 

堆積岩系岩盤の場合，冷却期間 25 年，坑道断面内に定置する廃棄体パッケージ数を 20 個

とすると，坑道離間距離 3D（D：処分坑道の内幅）とした場合でもピーク温度は 80℃を上回

らない。 

さらに，設定した坑道レイアウトに対する解析事例では，処分施設の最高温度は，堆積岩，結

晶質岩でそれぞれ約 62℃及び 77℃であり，時期的には処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎え

るという結果となっている。 

 

4.1.2 熱によるベントナイトの変質 
実験的に 100℃以下の温度では，ベントナイトの溶解による二次鉱物の生成は確認されていな

い2）。また，ナチュラルアナログ研究において，100℃を超える条件で 100 万年以上スメクタイト

が安定に存在していた例が報告されている。更に，イライト化については，イライト変質に必要

なカリウムが間隙水中にあまり含まれない場合には，温度が 100℃を超えても発生しない可能性

が高いという報告がある3)4)。以上のことを踏まえると，緩衝材の上限温度は保守的に 100℃とし，

かつ，緩衝材近傍でセメント系材料を用いる際には，その材料を適切に選定することで，緩衝材

性能を損なうような変質は回避できると考えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

TRU廃棄物地層処分システムの各構成要素の熱物性値を定数として行った解析事例の結果1）に

基づく検討では，緩衝材の最高温度が 100℃を下回るように処分場を設計することは十分に可能

であるとされている。また，この解析結果から，温度上昇に伴う緩衝材の化学的変質が顕著に発

生する可能性は非常に低いと思われ，長期にわたる緩衝材の人工バリアとしての機能を維持する

ことが可能だと考えられている。 

第 1 次TRUレポート1）で実施した熱伝導解析による，各坑道における温度変化の時系列を図 1，

図 2に示す。 

これらの結果から，温度変化の時系列は処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎え，その後徐々

に低下するものの，100 年後においても中央坑道の廃棄体中心においてはやく 53℃程度の温度が

発生し続けることが確認できる。従って，緩衝材の温度も同様に長期に渡り上昇することが考え

られる。 
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図 1 堆積岩系（離間距離 3D）    図 2 結晶質岩系（離間距離 4W） 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

4.4.2 データに関する不確実性 

周辺母岩の温度も含めた緩衝材の温度の時間的変化を解析する場合，TRU 廃棄物地層処分シス

テムの各構成要素の熱物性値である比熱及び熱伝導率は，現状では温度によらない定数として取

り扱われている。設計では，処分後数十年以内の温度が指標となるため，概略的な連成解析の結

果から保守的な値となるような設置初期状態における熱物性値を設定し，それを用いて緩衝材の

温度解析を行ってみることも考えられる。 

緩衝材の含水状態は地下水が浸潤することで変化し熱物性も変化することから，緩衝材の温度

は処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を受けることになる。緩衝材の温度に関しては，塩

水も含めた現実的に取り得る地下水組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考

慮することも必要である。 
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ＢＴ－０３：緩衝材の熱膨張 

 
１．名称 
緩衝材の熱膨張（BT-03） 

 
２．概要 
廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ 2）は発熱量が比較的大きい1）。処分場の温度を規定する主要因は，これら廃棄体からの

発熱及び周辺母岩の温度（地熱）である。これらの熱が処分場を構成する各部位に伝達されると，

それぞれの部位が温度変化に応じて熱膨張を発生する。処分場閉鎖後は，各部位は隣接する部位

によって拘束されている状態であるため，熱膨張による体積変化が拘束され，応力が発生すると

考えられる。したがって，熱膨張は処分場の応力状態を決める一つの要因であると考えられる。 

廃棄体グループ 1及び 2に対しては緩衝材を設置することが考えられている。緩衝材には，止

水性，自己シール性，核種収着遅延性，熱伝導性，化学的緩衝性，構造躯体の支持性，応力緩衝

性などが長期にわたり維持されることが期待されている。これらの機能を比較的満足し得る材料

として，圧縮されたベントナイトが注目されており，現在はベントナイトにケイ砂を混ぜたもの

が考えられている1）。 

緩衝材が温度上昇により膨張すると，緩衝材の応力の変化のみならず，隣接する構造躯体及び

岩盤に力学的影響を与える。これらの応力状態の変化によっては構造躯体及び岩盤にひび割れ等

の破損が発生する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構 
緩衝材の熱膨張はそれ自身の水理特性及び力学特性に影響を与える可能性がある。 
また，緩衝材の熱膨張が拘束されると熱応力を発生する。この熱応力は緩衝材に接している構

造躯体及び岩盤の応力や変形に影響を与え，その応力が構造躯体及び岩盤の耐力を上回るとひび

割れ等の破損を発生する可能性がある。一方，緩衝材は地下水で飽和している状態であれば，自

己シール性や変形に対する追随性により，熱膨張によって緩衝材にひび割れや破損が発生する可

能性は小さいと考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 
緩衝材の熱膨張は，緩衝材に発生する温度変化と緩衝材自身の熱物性によって決まる。 

緩衝材の線膨張係数は含水状態で 1.0×10-6 [K-1]程度である2）。また，緩衝材の温度は処分場

の設計において 100℃未満にすることが考えられている１）。その場合は，緩衝材，構造躯体，充

填材及び廃棄体の処分施設や母岩のバリア機能に影響を与えるような熱膨張が発生することは考

えにくい。また，緩衝材の弾性係数は小さいことから，緩衝材の熱応力も他に比べて非常に小さ

く，熱膨張による熱応力もほとんど無視できるものと考えられる。 

再冠水後，緩衝材は完全飽和となり，ハル・エンドピースの廃棄体からの発熱量もかなり減少

しているため，乾燥収縮は無視できるほどにしか起こらないと想定できる。 
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4.2 経時変化予測 

第１次TRUレポート1)では熱伝導解析で求めた温度分布を用いて熱応力解析を実施している。解

析では処分施設の温度が最高となる時刻の温度を条件としている。 

結晶質岩系岩盤ケースにおける廃棄体発熱時の変形を図 1に示す。廃棄体と躯体は温度上昇に

よって等方的に膨張し，縦方向，横方向とも約 5mm 伸びるように変形した。また，堆積岩系岩盤

における廃棄体発熱時の変形を図 2に示す。変形量は最大で 2mm 以下であった。この変形は処分

施設の安定性に対して影響を及ぼさない結果である。廃棄体発熱時における処分施設の主応力お

よび緩衝材の局所安全率からも，応力に対し十分強度を有しているとしている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 熱応力による変形（堆積岩系）  図 2 熱応力による変形（結晶質岩系） 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

4.4.2 データに関する不確実性 

緩衝材の線膨張係数などの熱物性は，その含水量，密度，温度，ケイ砂混合割合，組成，応力

等に対する依存性を有している。 

緩衝材の含水状態は地下水が浸潤することで変化し，それに応じて熱物性も変化することから，

緩衝材の熱膨張は処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を受けることになる。 

また，塩水も含めた現実的に取り得る地下水組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）

の影響を考慮することも必要である。 

さらに，TRU 廃棄物処分場では，セメント系材料を多量に使用することが予想される。その場

合は，Na 型ベントナイトの Ca 型化などベントナイトの変質を考慮する必要がある。 
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ＢＨ－０１：緩衝材の水理特性 

 
１．名称 
緩衝材の水理特性（BH-01） 

 
２．概要 
当該 FEP は，緩衝材の透水係数，間隙率等が該当する。緩衝材には，ベントナイト等の膨潤性

粘土鉱物にケイ砂などの添加物を混合した材料が候補材料として検討されている。 

緩衝材の水理特性は，緩衝材中に含有するモンモリロナイト量に相当する有効ベントナイト密

度と関連がある。緩衝材の水理特性は，緩衝材の間隙水組成と流体特性の変化によって影響を受

ける可能性がある。また緩衝材の水理特性は地下水との反応により変質することによっても影響

を受ける可能性がある。更に緩衝材は緩衝材の外側の地下水流動により流出する可能性があり，

緩衝材の流出が生じた場合には透水係数が低下する可能性もある。 

緩衝材の水理特性は，緩衝材中の地下水流動を決定する要因の一つであり，緩衝材の地下水流

速，地下水流入量に影響する。 
 
３．安全性への影響機構 
緩衝材には，止水性，自己シール性，核種収着遅延性，熱伝導性，化学的緩衝性，構造躯体の

支持などが期待され，ベントナイオにケイ砂などの添加材を添加し圧縮された材料が候補材料と

して検討されている。緩衝材は外部から地下水が浸水することにより膨潤し低透水性を発現する。

緩衝材の水理特性は，処分施設内の地下水流動場を決定する一要因であり，施工初期において十

分な有効ベントナイト密度となる圧縮ベントナイトが使用される場合には，処分施設内の物質移

行は拡散支配となる。 
緩衝材の水理特性は，緩衝材中の間隙水組成の影響を受ける。間隙水中のイオン濃度が高濃度

である場合，間隙水の粘性，密度が変化し透水係数が変化する可能性がある。また間隙水のイオ

ン強度が増加した場合，緩衝材中のモンモリロナイトの層間距離が縮小することにより透水係数

が増加する。また緩衝材は，地下水との接触することによりモンモリロナイトのイオン交換反応，

モンモリロナイトや随伴鉱物の溶解反応を生じるとともに二次鉱物を生成する可能性があり，モ

ンモリロナイトの層間距離の低下とともに緩衝材構成鉱物間の間隙率が変化することにより，結

果として水理特性が変化する。また緩衝材は緩衝材の外側での地下水流動の影響を受け流出する

可能性があり，緩衝材が流出した場合には緩衝材中の有効ベントナイト密度の低下により透水係

数が増加する可能性がある。 
緩衝材の透水係数が増加した場合，緩衝材での地下水流動に影響し，地下水流速と施設内への

地下水流入量が増加する可能性がある。地下水流速の増加は，緩衝材間隙水中の硫酸イオンや硝

酸イオンなどの人工バリア材への影響が懸念されるイオンや廃棄体からの放射性物質の移行を早

める。また施設内への地下水流入量の増加は，廃棄体からの放射性物質の溶解量を増加させる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
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4.1.1 緩衝材の低透水性の発現機構 

ベントナイトの主成分であるモンモリロナイトは，層電荷が 0.2～0.6/010(OH)2の範囲にある

２：１層構造の珪酸塩鉱物の総称であり，Si-O四面体が六角網状に連結した四面体シート２つと

Al-O又はMg-O八面体シート１つが層状に重なった構造を持ち（図 1），モンモリロナイトの層間に

は水和した層間陽イオンと水分子が存在する。モンモリロナイトは層間に水分子を取り込むこと

により層間間隔が広がり膨潤作用を呈する。その結果，緩衝材構成鉱物間の空隙は縮小され，低

透水性を発現する。 

 

 
図 1 モンモリロナイトのスケルトン構造1）

 
4.1.2 緩衝材の初期透水係数 

緩衝材に用いられるベントナイトには，わが国

ではNa型ベントナイトであるクニゲルV1（クニミ

ネ工業㈱製）が広く用いられている。緩衝材の添

加材の割合と透水係数の関係については，過去の

測定結果2, , , , , , , , )3 4 5 6 7 8 9 10 によれば図 2 のようにな

り，添加材の混合率が 30%程度であれば透水係数

がオーダで変化することがないこと，またその透

水係数は 1E-13m/sのオーダであることが示され

ている。また礫およびケイ砂を添加剤に用いた試

験結果11)においても添加剤の混合率が 30%であれ

ば 透 水 係数 が 1E-13m/s の オ ー ダ も し くは

1E-12m/sのオーダの値が得られている。 

緩衝材の透水係数は，過去の試験研究では乾燥

密度を指標に整理されていたが，近年の研究では

ベントナイト中のモンモリロナイト量を示す有効
図 2 添加材の混合率とベントナイト

の透水係数の関係 

 Ｂ緩衝材-13



 

ベントナイト密度を指標に整理されている（図 3参照）。有効ベントナイト密度は，次式で表され

る。 

( )
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

s

sd

sd
e R

R

ρ
ρ

ρ
ρ

100

100
 

 ここで，ρd：乾燥密度（Mg/m3），ρs：ケイ砂の土粒子密度（Mg/m3）， 

Rs：ケイ砂混合率（%） 

有効ベントナイト密度と透水係数の関係を調べた過去の研究結果12) ) )13 14 を用い，Na型ベント

ナイトおよびCa型化したベントナイトについて透水係数の近似式を求めた結果によれば，降水

系地下水に対して以下の近似式が得られている。 

・ クニゲル V1 

K=exp(-26.535+2.5197ρe-2.7755ρe
2) 

・ Ca 型化したクニゲル V1 

K=exp(-4.4741-20.176ρe+3.3941ρe
2) 

  ここで，ρe：有効ベントナイト密度(Mg/m3)，透水係数(m/s) 
 

 

図 3 クニゲル V1 と Ca 型クニゲル V1 の有効ベントナイト密度と透水係数の関係 

 
4.1.3 温度影響による透水性への影響 

緩衝材中の間隙水の水温が上昇した場合には，水の密度，粘性が変化することにより透水係数

が増加する。蒸留水と人工海水を使用した試験15) )16 では，水温を 25℃から 90℃まで増加させた

場合に透水係数が１オーダ程度増加する試験結果が得られている（図 4参照）。 

ただし，TRU廃棄物処分施設は地下数百メートルの深度に建設されるため，周辺岩盤中の地下水

の水温は地表付近の地下水に比べて高いと考えられる。発熱性のTRU廃棄物により緩衝材中の間隙

水の温度が上昇する可能性があるが，これらの廃棄物の処分坑道に対しては，坑道径の 4倍程度

の離間距離を確保することで，施設周辺の温度が 80 度以下になることが報告されている（例えば，

第１次TRUレポート17)）。このため，発熱性廃棄物の発熱による緩衝材の透水係数への影響は，相

 Ｂ緩衝材-14



 

対的には小さいと考えられる。 

 

図 4 蒸留水と人工海水を使用し温度を変化させた場合の緩衝材の透水係数の変化15)

 
4.1.4 地下水組成による透水性への影響 

処分施設が沿岸海水域に設置された場合には，モンモリロナイトの拡散 2重層厚さが薄くなる

といった電気化学的影響により，緩衝材の透水係数が増加する可能性がある。Pursch18)はMX-80

を高pH，高温，塩水環境にさらした試験において，高pH，高温かつ高Na濃度環境下ではベントナ

イトのイライト化によって 2オーダの透水係数の増加したことを報告している（ただしNaCl濃度

は海水よりも大きい）。また国内で良く用いられるクニゲルV1 を用い，人工地下水とASTM 

D-1141-98 基準の人工海水（Na+：19200ppm，Cl-：10300ppm）を使用した試験においても透水係数

が１オーダ増加した結果が示されている（図 5参照）19)。一方，Ca型モンモリロナイトについて

は，有効モンモリロナイト密度が 1.4Mg/m3以上であれば，海水影響を受けにくいというデータ

20, , , , )21 22 23 24 が報告されている。 

 

図 5 人工海水及び蒸留水を用いた場合の有効粘土密度と透水係数の関係19)

4.1.5 ベントナイトの変質が透水性に与える影響 

Na型ベントナイトとCa型ベントナイトの透水係数の違いについては，過去に多数の研究例があ

る。三原25)は，バッチ方式でNa型ベントナイトをCa型化したベントナイトを用い透水試験を実施

し，乾燥密度が 1.8Mg/m3ではNa型ベントナイトとCa型ベントナイトの透水係数の差は同程度，そ

れより小さい乾燥密度ではCa型ベントナイトの透水係数はNa型ベントナイトの透水係数を上回り，
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乾燥密度1.2Mg/m3ではCa型ベントナイトの透水係数はNa型ベントナイトの透水係数よりも１オー

ダ以上大きい透水係数となることを報告している（図 ）。乾燥密度が小さいほどNa型ベントナイ

トの透水係数に対してCa型ベントナイトの透水係数の方が大きな透水係数となる傾向は，Purch

ら26)の研究結果においても見られる。また緩衝材中のベントナイト量（モンモリロナイト量）に

より膨潤性能が決まることから，乾燥密度ではなく有効ベントナイト密度による整理もなされて

いる（図 6参照）。 

Ca型化以外のアルカリ変質に対しては，Pusch18)は，MX-80 を用いた塩水環境下におけるイライ

ト化に着目した試験を実施しておりイライト化した場合の透水係数がイライト化していない試料

に比べて透水係数が 2オーダ大きくなったことを報告している。ただし，この試験はTRU廃棄物処

分施設の設計で考えている温度よりも大きい 110℃に加熱している点，またNaClの濃度が 10%，20%

という海水よりも濃い濃度を設定している。 

セメント系材料との接触面に着目した試験としては，Ola27)はセメント硬化体とベントナイト

を接触させ，16 ヶ月試験を行った結果，C-S-Hゲルが生成され，極少量のイライト化及びクロラ

イト化が形成されており，透水係数は若干増加したことを報告している。しかしモルタル供試体

と温度 20℃，湿度 60%で 7 年間接触させたNa型ベントナイトではほとんど変質しなかったという

報告28)もある。 

 

 

図 6 Na 型ベントナイトと Ca 型ベントナイトの乾燥密度依存性 

 

4.2 経時変化予測 
処分施設の閉鎖後，施設周辺の母岩から地下水が浸入する。地下水の浸入に伴いモンモリロナ

イトの底面間隔の広がりとともにベントナイトが膨潤し，緩衝材中の空隙を塞ぐことにより緩衝

材は低透水となる。緩衝材を通過する地下水は，構造躯体などのセメント系材料と接触し，アル

カリ成分やポルトランダイトが溶解する。その結果緩衝材周辺の地下水環境は高アルカリ性，高

Ca イオン濃度環境となる。高 Ca イオン濃度環境は，モンモリロナイト中の層間陽イオンとイオ

ン交換し，比較的短期的に Ca 型化が起きる。一方，長期的に高アルカリ環境下におかれるため，
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モンモリロナイトの溶解やゼオライト化，C-S-H 化といった変質が起きる。その結果として，緩

衝材の透水係数，空隙率は序々に増加する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

透水係数や間隙率については，室内試験による測定例は多数見られるが，ナチュラルアナログ

研究として測定された事例は見当たらない。ただし，ベントナイトの長期健全性については，塩

水環境下でのNa型ベントナイトの長期健全性を対象とした北米のWyoming鉱床の形成過程につい

て調査した事例29)などにより，数百年間にわたりベントナイト鉱床として存在していたことが示

されている。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ セメント系材料との境界面における変質機構 
・ 地下水が均一に浸入しなかった場合の透水係数への影響 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし。 
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ＢＨ－０２：緩衝材の飽和 

 
１．名称 
緩衝材の飽和（BH-02） 

 
２．概要 
当該FEPは，処分施設の再冠水時における水理特性の変化とそれに伴う緩衝材中での地下水流動

の変化を対象とする。再冠水前では，緩衝材は不飽和であり再冠水後の飽和時と比べて異なる水

理特性を示し，このため地下水流動も非定常に変化する。このため再冠水時の緩衝材での地下水

流動は，再冠水後の地下水流動は再冠水後の定常に達した後とは異なり，セメント水和物から溶

解した成分，SO4
2-，NO3

-，溶存酸素などの，人工バリアに影響する可能性があるイオンの移行に

影響する可能性がある。 

また再冠水時においては廃棄体の崩壊熱により乾燥収縮する可能性があり，その結果緩衝材に

ひび割れを生じ，ひび割れが選択的な水みちとなる可能性がある。また緩衝材には自己シール性

が期待されているが，自己シールする空隙径が大きい場合には飽和後の緩衝材の透水係数を期待

される値よりも増加させる可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構 
再冠水時においては，施設周辺の水理場は過渡的な状態にあり，再冠水が終了するまで徐々に

定常状態に近づくと考えられている。再冠水の間は，緩衝材の透水係数，サクション圧が飽和度

（含水率）の変化に従い緩衝材中の水理場も非定常に変化する。緩衝材は膨潤性の多孔質媒体で

あり，飽和度が低いほど大きなサクション圧を生じるため，緩衝材中に浸入した地下水は，より

飽和度が低い構造躯体に向かって移動し地下水中に溶存するイオンを処分施設内に移行させる。

その結果，構造躯体や充填材の変質の要因となるイオンが供給されることとなる。 
緩衝材は地下水の浸入に伴い膨潤し，緩衝材の外側の間隙を埋める自己シール性が期待されて

いるが，緩衝材の外側に径の大きな空隙が存在した場合，緩衝材が空隙に侵入した部分において

は有効ベントナイト密度の低下により緩衝材の透水係数が増加し，飽和後の処分施設内の地下水

流速，地下水流入量を増加させる可能性が懸念されている。 
また再冠水時に廃棄体から受ける熱により緩衝材中の水分が蒸発すると，緩衝材は乾燥収縮し

ひび割れを生じる可能性があり，ひび割れを生じた場合にはひび割れが選択的な水みちとなり，

間隙水中のイオンがひび割れを通過することで移行距離を短絡する可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 処分施設の再冠水時間 
低透水岩盤中に処分施設を設置した場合の再冠水に関する研究は試験時間が長期間に及ぶこと

が予想されるため原位置試験による確証例は少なく，解析による推定が行われている。Yamaguchi

ら1)は，TRU廃棄物処分施設として考えられる４種類の施設断面を対象して，２次元の飽和－不飽

和解析を実施した。その結果，緩衝材が再冠水して飽和するまでの時間として，緩衝材を設置す
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る施設で最大 260 年，緩衝材を設置しないケースで最大 160 年の結果を得た。彼らは，緩衝材を

設置するケースについて，緩衝材の透水係数，緩衝材，構造躯体，廃棄体／埋戻し材の初期飽和

度の違いについて追加解析を行っているが，それらの結果を合わせても，緩衝材が再冠水するま

での時間として最大 260 年という結果となっている（図 1参照）。また安藤ら2)は気液二相流モデ

ルを用いてTRU廃棄物処分施設が再冠水する時間を評価しており，その結果によれば 500 年以内に

処分施設がほぼ再冠水する結果が得られている。 

またTRU廃棄物処分施設で検討されている坑道径に近いスウェーデンSFRの性能評価報告書3）で

は，SFRやÄspö鉱山における試験結果から見ると，施設周辺の岩盤の水理特性により処分坑道への

流入量が変化するため数十年から数百年の間であるという記載がある。 

 

 

図 1 ２次元飽和-不飽和解析結果における飽和度の時間変化 

 
4.1.2 ベントナイトの不飽和特性 

H12 レポート4)では，不飽和ベントナイト中の水の移動は次式で示され，乾燥密度が 1.8Mg/m3の

ベントナイトと 30wt%のケイ砂を添加したベントナイト系材料の不飽和特性を体積含水率と水分
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拡散係数，含水比と水分ポテンシャルの関係で整理している（図 2，図 3参照）。 

 

Z
D

∂
∂θ

ｑ＝－ θ  

ここで，ｑ：フラックス(cm/s)，Dθ：水分拡散係数(cm2/s)，θ：体積含水率(-) 

水分拡散係数は，不飽和時での水の移動のしやすさを示しており，図 2の結果によれば体積含

水率が 0に近い低体積含水率の場合と体積含水率が 0.3～0.4 の高体積含水率の場合で，全体とし

て U字型の形状を示している。一方，サクション圧を示す水分ポテンシャルは，低含水比となる

に従い負圧が増加する傾向を示している（図 3）。また水分ポテンシャルはモンモリロナイトの含

有率に依存し，モンモリロナイトの含有率で規格化した含水比を用いた場合には，ケイ砂を 30%

程度配合した高配合ベントナイトの場合には材料の種類の違いが見られない結果も示されている

（図 4）。 

また不飽和特性の温度依存性に関しては，温度上昇に伴い水分拡散係数の増加が確認されてお

り，また水分ポテンシャルに関しては水分拡散係数ほどの変化でないことが確認されている。 

 

       (a) ベントナイト単体の場合   (b) ケイ砂配合率 30wt%ベントナイトの場合 

図 2 ベントナイト系材料の体積含水率と水分拡散係数の関係 
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図 3 ベントナイト系材料の含水比と水分ポテンシャルの関係 

 

図 4 モンモリロナイト含有率で規格化した含水比と水分ポテンシャルの関係 

 
4.1.3 温度勾配下のベントナイトの浸潤挙動 

ベントナイト及びケイ砂を 30wt%配合したベントナイト試料の供試体（φ49mm×高さ 100mm）を

使用し，図 5の試験装置を用いて試料の片面を加熱し，96 時間後に装置を解体し，供試体の観察

とともに含水比を測定する試験が実施された4))。 

試験結果では，供試体の温度は約 2～3時間で定常に達し，含水比の測定結果では初期の含水比

分布と比較して高温側では水分の減少，低温側では水分の上昇が認められている（図 6）。 
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図 5 温度勾配水分移動試験装置 

 

図 6 供試体内の含水比分布 

 

4.1.4 緩衝材の自己シール性 
緩衝材の自己シール性については，直径 50mm，高さ 50mmの円柱形試料を用いた静水試験，直径

10mm，高さ 10mmの円柱形試料を用いた流水試験では，緩衝材の浸入速度が時間の平方根に比例し

て大きくなり，また亀裂幅や緩衝材のベントナイト含有量が多い程大きくなることが確認されて

おり，自己シール性が十分存在することが確認されており，ベントナイトの流出が生じた試料で

は膨潤応力の減少が確認されている4)。 

 
4.1.5 緩衝材の乾燥収縮によるひび割れの発生 

乾燥収縮試験（JGS T 145）に準拠し，ベントナイト単体の場合（乾燥密度 1.6Mg/m3，1.65Mg/m3，

1.8Mg/m3）と 30wt%ケイ砂を混合した場合（乾燥密度 1.6Mg/m3）について金型成形した供試体を

用い，110℃の恒温槽に入れて乾燥後の供試体の直径，高さを測定した試験4)では，ケイ砂を混合
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した場合で供試体作成時の含水比が 13%以下ではひび割れが認められず，ベントナイト単体の場

合では供試体作成時の含水比が約 10%でひび割れが認められない結果が得られており，供試体作

製時の含水比が大きいほど，乾燥によるひび割れの数が多くなり，また大きなひび割れが生じる

ことがわかっている。 

 
4.2 経時変化予測 

TRU廃棄物処分施設の再冠水時間を対象としたYamaguchiら1)の２次元飽和－不飽和解析の結果

では最大 260 年という結果が示されている。第１次TRUレポート5)では 260 年をまるめた値として

300 年を記載している。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ 地下水が均一に浸入しなかった場合の緩衝材の膨潤と地下水流動への影響 
・ 不飽和領域を表現する最適なモデル（気液二相モデルなど） 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 緩衝材中のベントナイトが母岩中の亀裂へ流出した場合の緩衝材中の透水係数分布 
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ＢＨ－０３：緩衝材での地下水流動 

 
１．名称 
緩衝材での地下水流動（BH-03） 

 
２．概要 
当該 FEP は，処分施設の再冠水後における緩衝材中の地下水流動に関する事項である。 

緩衝材中の地下水流動は，処分施設内の水理場とともに処分施設外の水理場の影響を受ける。

緩衝材中の地下水流動は間隙水の流体特性や組成，モンモリロナイトのイオン交換反応，モンモ

リロナイトや随伴鉱物の溶解反応および二次鉱物の生成により水理特性が変化する可能性がある。

また緩衝材の外側に径の大きな間隙が存在した場合には，緩衝材の間隙への侵入および緩衝材の

流出が起きることにより水理特性が変化する可能性がある。緩衝材の透水係数が増加した場合，

処分施設への地下水流入量の増加と処分施設内の地下水流速が増加する可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
処分施設の再冠水が終了した後では，処分施設周辺の地下水流動は時間の経過とともに定常に

近づいていく。処分施設内の地下水流動は，低透水性の緩衝材の有無によって異なる。緩衝材に

十分高ベントナイト密度を有する材料が使用された場合，地下水は緩衝材を迂回して流れるため，

処分施設内への地下水流入量および地下水流速は極めて小さくなり，処分施設内での放射性物質

やイオンの移行は拡散支配となると考えられている。 
しかし緩衝材の透水係数は，流体特性，間隙水組成，モンモリロナイトのイオン交換反応，モ

ンモリロナイトや随伴鉱物の溶解反応，二次鉱物の生成により変化する可能性がある。緩衝材の

透水係数が増加した場合，処分施設内への地下水流入量および地下水流速が増加し，廃棄物から

の放射性物質の溶出量が増加するとともに放射性物質や人工バリアへ影響があるイオンの移行時

間が短くなる可能性がある。その結果，放射性物質の生物圏までの移行時間を短くするとともに

人工バリアの変質を早める可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
緩衝材は多孔質媒体であるため地下水流動のモデル化にはDarcy則に基づく多孔質媒体モデル

が用いられる場合が多い。第１次TRUレポート1)では，処分施設内の平均流速と母岩中の掘削影響

領域の通過流量を求めるために２次元の定常飽和解析を実施しており，その解析においても多孔

質媒体モデルが用いられている。多孔質媒体モデルには，透水係数の不均質性を空間分布として

与え解くことも可能であり，例えば緩衝材のモンモリロナイト密度の不均質性等により生じた微

小空隙の不均質性のモデル化に対しても試みられている。Pusch2)らは，Na型ベントナイトである

MX-80 のTEM画像より密度の不均質性に着目し，空隙内にはゲルで満たされていると仮定したチャ

ンネルモデルを適用し，２次元解析まではバルクの透水係数が実験値と良く一致しているが，３

次元解析では狭い空隙（チャンネル）の再現が課題としてあげられている。 

また時間的なスケールに対しては粘土鉱物と地下水の反応など地球化学的な反応との連成問題
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を取扱うモデルや廃棄体の崩壊熱や応力変化と地下水流動を連成させたモデルの研究も実施され

ている（例えば，山田他3），大谷他4)，核燃料サイクル開発機構5)）。 

 
4.2 経時変化予測 

処分坑道の閉鎖後施設周辺の母岩からの地下水の浸入を受け再冠水する。処分施設が再冠水す

るまでの時間については第１次 TRU レポートには最大 300 年の記載がある。再冠水後では，緩衝

材は十分な遮水効果を発現し，緩衝材の内側の各設備における地下水流速は極めて遅くなる。そ

して施設周辺の母岩における地下水流動は，序々に定常状態に達する。施設周辺の母岩中の地下

水流動が定常に達した後は，母岩中の地下水流動の変化や緩衝材の化学的変化等により生じた緩

衝材の水理特性の変化によって緩衝材中の地下水流動も緩やかに変化する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.1.1 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ 緩衝材の流出が生じた場合の緩衝材内の透水係数分布と地下水流動のモデル化 
・ 緩衝材内の微視的な透水係数の不均質性と地下水流動のモデル化 

4.1.2 データに関する不確実性 

・緩衝材の変質による地下水流動の時間的な変化 
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ＢＭ－０１：緩衝材の力学特性 

 
１．名称 
緩衝材の力学特性（BM-01） 

 
２．概要 
廃棄体グループ 1及び 2に対しては，緩衝材を設置することが考えられている。緩衝材には，

止水性，自己シール性，核種収着遅延性，熱伝導性，化学的緩衝性，構造躯体の支持性，応力緩

衝性などが長期にわたり維持されることが期待されている。これらの機能を比較的満足し得る材

料として，圧縮されたベントナイトが注目されており，現在はベントナイトにケイ砂を混ぜたも

のが考えられている1）。 

緩衝材は，粘弾性体として，岩盤側から構造躯体に働く可能性のある応力や変形を緩和し，逆

に構造躯体等の金属腐食に伴う膨張による岩盤側への力学的影響を緩和する機能（応力緩衝性）

を有する。また緩衝材は，巨視的には構造躯体と岩盤との空間を埋め，微視的には周辺岩盤の亀

裂等を充填することによって，有害な間隙を減少させる1）。 

ベントナイト系材料の力学特性としては，密度，弾性係数，ポアソン比，引張強度，圧縮強度，

せん断特性，圧密特性，クリープ特性などの静的特性と，動的な変形特性や強度特性などの物性

値が挙げられる。これら物性値は，材料の混合率，粒径，乾燥密度，含水比，圧力，地下水，載

荷時間・載荷速度，温度等に依存する2）。また，ベントナイト系材料は，長期的にセメント成分

によるイオン交換や，モンモリロナイトの溶出などによる変質が生じる可能性があり，これらに

よってもその力学特性が変化する可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構 
緩衝材の力学特性は，緩衝材自体の応力や変形に影響を与える。また，緩衝材の応力が変化す

ると，緩衝材に隣接する構造躯体や岩盤の応力にも影響を与え，それらの応力によっては構造躯

体や岩盤にひび割れや変形を発生させる可能性がある。 

緩衝材は，閉鎖後から長期にわたって岩盤のクリープ変形，金属廃棄物の腐食膨張変形，構造

躯体重量による沈下などの静的な外力を受ける。また，一般に透水性の低い飽和粘土材料は，外

力によって瞬時に発生した過剰間隙水圧が徐々に消散して圧縮が進行する圧密現象を示す。緩衝

材の力学特性によって，これらの現象による緩衝材の応力，変形，体積圧縮等の挙動が決定され

る。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 圧裂試験 
乾燥密度が約1.4，1.6，1.8，2.0Mg/m3，ケイ砂混合率が0，20，30wt%の緩衝材を用いた岩石の

引張強さ試験方法（JIS M 3030）に準拠した試験結果によると，供試体の乾燥密度が大きいほど，

ケイ砂混合率が小さいほど引張強度は大きくなること，圧縮ベントナイトの引張強度は，有効粘

土密度との関係において１本の指数曲線によって表現できることが示唆された3）。 
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ただし，圧裂試験より求められる引張強度は，供試体のスケール効果や載荷板との接触部分の

拘束条件の影響が大きく，一軸引張強度に比べ一般に1～3割程度大きい値になることが知られて

おり，評価には注意が必要である4）。 

 

4.1.2 一軸圧縮試験 

地盤工学会基準JGS T 5115）に準拠した試験によると，一軸圧縮強度，弾性係数は含水比が高い

程低下するが，一軸圧縮強度は飽和に近づくにつれて減少の割合は小さくなるのに対し，弾性係

数の減少の割合はほぼ一定である3）。 

Na型ベントナイトとCa型化ベントナイトを用いた試験検討6）によると，一軸圧縮強度は種類に

よらず有効ベントナイト乾燥密度が高いほど大きな値を示す。有効ベントナイト乾燥密度1.2Mg/

m3程度以上においてはCa型化ベントナイトの値がNa型より大きく，それ以下の密度においてはほ

ぼ同等である。また，弾性係数も種類によらず有効ベントナイト乾燥密度が高いほど大きな値を

示す。有効ベントナイト乾燥密度1.3Mg/m3程度以上においてはCa型化ベントナイトの値がNa型よ

り大きく，それ以下の密度においてはNa型より小さな値を示す。 

 

4.1.3 一次元圧密試験 

一次元圧密試験を，乾燥密度1.6Mg/m3の30wt%ケイ砂混合体及び乾燥密度1.6Mg/m3と1.8Mg/m3 の

ベントナイト単体について，基本的に地盤工学会基準JGS T 411 に準拠して実施した3）7）。その

結果によると，圧密降伏応力はそれぞれの仕様における膨潤応力より若干大きい値となり，圧密

初期の段階では過圧密状態にあることが分かった。膨潤指数は19.6MPaにおける点と膨潤圧相当ま

で除荷した点とを結んだ傾きにより求めたが，除荷－再載荷過程は大きなヒステリシス関係にあ

るため，どこの傾きをとるかによって大きく値が異なることに留意する必要がある。一般の飽和

粘性土では圧縮指数は初期乾燥密度に依存しないが，本試験では，乾燥密度1.6Mg/m3 と1.8Mg/m3 

のベントナイト単体で若干の初期乾燥密度依存性が認められた8）。 

Na型及びCa型化ベントナイト(初期乾燥密度1.6Mg/m3)について，圧密試験前に膨潤させること

によって初期間隙比を変えた数ケースの圧密試験より，正規圧密曲線，膨潤曲線の双方が膨潤履

歴によらないことが示唆された9）。 

Na型及びCa型化ベントナイト単体試料並びにそのケイ砂混合試料の圧密試験結果8）9）10）11）から，

圧縮指数はCa型化によらずケイ砂の混合率の増加に応じて減少することが示唆された12）。また，

膨潤指数は除荷直後の勾配はCa型化及びケイ砂混合によらないが，しだいにNa型ベントナイトの

方がCa型化ベントナイトに比べ非線形の膨潤挙動を示すことが示唆された12）。 

 

4.1.4 圧密非排水三軸圧縮試験 

CU試験は，乾燥密度1.6Mg/m3の30wt%ケイ砂混合体及びベントナイト単体について実施した3）13）

。試験方法，手順などは基本的に地盤工学会基準JGS T 523 に準拠している。正規圧密の範囲で

は，応力経路は有効拘束圧に関係なくほぼ同じ傾向を示している。また，過圧密状態に近い供試

体（ベントナイト単体では有効拘束圧1.0MPa，ケイ砂混合体では有効拘束圧0.5MPa）は，せん断

による平均有効応力の変化は正規圧密状態のものに比べ小さく，せん断による正負ダイレタンシ

ー挙動をほとんど示していない。破壊時の平均有効応力と軸差応力の関係を原点を通る直線で結
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んだ傾き（限界状態パラメータ）はベントナイト単体で0.58，ケイ砂混合体で0.63 となり，内部

摩擦角にするとベントナイト単体で15.3°，ケイ砂混合体で16.6°となる。 

Na型及びCa型化ベントナイト（乾燥密度1.6Mg/m3）に対して，せん断前に膨潤させて初期間隙

比を変えた供試体に対して実施した三軸試験より，初期により膨潤させた（より初期間隙率の高

い）供試体の方が限界状態パラメータは若干小さくなる傾向がみられた9）10)。 

Na型及びCa型化ベントナイト単体試料並びにそのケイ砂混合試料の三軸圧縮試験結果3）8）9）10）1

1）13）から，限界状態定数MはCa型化によらずほぼ同等の値を示すこと，ケイ砂混合率が高いほど大

きな値を示すことが示唆された12）。 

 

4.1.5 圧密非排水三軸クリープ試験 

クリープ試験は，乾燥密度1.6Mg/m3 の30wt%ケイ砂混合体について実施した3）。供試体寸法は

直径50mm，高さ100mm，有効拘束圧約3.0MPa とし，3t法で圧密終了を確認した後クリープ荷重を

載荷した。載荷応力は同じ有効拘束圧下で行った。方法，手順などは基本的に地盤工学会基準JG

S T 523 に準拠している。 

5ヶ月の載荷時点でいずれの供試体も2次クリープ状態で軸ひずみは漸増しているが，応力度70%

でも軸ひずみは1.9%程度にしか達しなかった。載荷初期においては，載荷応力が大きいほどひず

み速度は大きいが，時間が経過するにつれて一定の関係に収束する結果となった3）。 

 

4.1.6 動的三軸試験 

試験は，乾燥密度1.6Mg/m3 と1.8Mg/m3 のベントナイト単体，乾燥密度1.6Mg/m3 の30wt％ケイ

砂混合体の飽和条件及び不飽和条件で行った。試験方法，手順などは地盤工学会基準JGS T 542 

を基に設定した。 

各応力振幅載荷段階で動的ポアソン比を計測したが，飽和条件のすべてのケースで動的ポアソ

ン比は0.5に近い値となり，不飽和条件ではおよそ0.1～0.3の間でばらついた14）。等価せん断剛

性率，履歴減衰定数にひずみ依存性が認められ，土質材料一般の非線形性と同様な傾向を示した。

また，等価せん断剛性率は拘束圧が高いほど大きくなったが，せん断ひずみγ=0 に相当するせん

断剛性Gmax との比G/Gmax や履歴減衰定数には顕著な拘束圧依存性は見られなかった15）。 

 

4.1.7 乾燥収縮試験 

閉鎖後，廃棄体から放出される熱により，緩衝材が乾燥収縮を起こし，ひび割れ，変形等の変

状を生じる可能性がある。圧縮ベントナイトの乾燥収縮試験をした事例16)では，ベントナイト単

体（乾燥密度1.6Mg/m3，1.65 Mg/m3及び1.8 Mg/m3）とケイ砂混合体(30wt%，乾燥密度1.6Mg/m3)を

対象として実験を行った。供試体は，含水比の異なる材料を数種類用い，これを成型用金型で，

所定の乾燥密度に圧縮成型して製作した。金型より供試体を抜き取り，供試体の直径と高さ及び

質量を測定した後，110℃の恒温槽を用いて一定質量になるまで乾燥させ，乾燥後の供試体の直径

と高さ及び質量を測定した。その結果，ケイ砂混合体の乾燥によるひび割れは，乾燥前の供試体

の含水比が13%以下ではほとんど認められず，表面上の微小なひび割れ程度であるのに対し，含水

比が15%以上になると表面上の微小なひびから内部に数mm程度の深さの亀裂が観察された。一方，

ベントナイト単体の供試体においては，乾燥密度1.6 Mg/m3，1.65 Mg/m3及び1.8 Mg/m3のすべてに
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おいて供試体作成時の含水比が約10%の場合にはほとんどひび割れが認められず，含水比12%では

供試体側面の表面上に極小さなひびが数本観察された。含水比15%以上になると，表面上の微小な

ひび割れと共に，供試体の内部に深さ数mm程度の亀裂が観察された。また，供試体表面から内部

まで達していると思われる亀裂が1，2本観察された。 

その他，環境条件が緩衝材に与える影響を把握することを目的に，初期含水比（7，14，21％）

が異なる小型のベントナイトブロックを温度（20，40℃）及び湿度（48，80，95％）を一定に保

った養生室中に 3ヶ月間保管し，その寸法や含水比等を計測した既往の研究では，ひび割れは実

験開始から 0.5～1 日以内に供試体表面に発生し，乾燥の影響が大きい実験ケースでは，供試体内

部を貫通するひび割れも確認された17）。 

 

4.1.8 塩水環境下での力学特性 

処分場の設置地点の地下水には海水が含まれている可能性や廃棄体及びセメント系材料からの

浸出成分が含まれている可能性がある。緩衝材の特性は，主として蒸留水を用いた常温下におけ

る室内試験により求められているが，圧縮特性，圧密特性，せん断特性，膨潤特性に及ぼす間隙

水の濃度の影響を検討した事例がある。 

(1)一軸圧縮試験 

NaCl及び幌延地下水を用いた試験結果から，溶液のイオン強度が高いほど一軸圧縮強度及び

弾性係数は小さな値を示す可能性が示唆された18)。 

(2)一次元圧密試験 

NaCl及びCaCl2を用いた試験結果11)並びにNaCl及び幌延地下水を用いた試験結果18) から，溶

液の濃度が圧縮係数に及ぼす影響は確認されていない。また，膨潤指数は除荷直後の勾配は溶

液の濃度によらないが，濃度が低い方が非線形の膨潤挙動を示すことが示唆された12）。 

(3)圧密非排水三軸圧縮試験 

NaCl及びCaCl2を用いた試験結果11)並びにNaCl及び幌延地下水を用いた試験結果18) から，溶

液の濃度が高いほど限界状態パラメータは大きな値を示す可能性が示唆された12）。 

(4)膨潤試験 

緩衝材の膨潤特性に及ぼす人工海水の濃度の影響を検討した事例がある19）。クニゲルV1，ボ

ルクレイ，クニボンドに対して，人工海水濃度を1%，10%，100%とし，膨潤変形実験及び膨潤圧

実験を行った。膨潤変形実験の結果では，いわゆるNa型であるクニゲルV1及びボルクレイの結

果では，塩分濃度が大きくなるほど最大膨潤率が小さくなるが，Ca型化であるクニボンドでは，

塩分濃度の影響はほとんど見られなかった。 

4.1.9 高温環境下での力学特性 

乾燥したベントナイト粉末を60℃，110℃，200℃に加熱し，その後冷却した場合の液性・塑性

限界，蒸留水を混合した場合の自由膨潤量，及び200℃に加熱した後冷却したベントナイト粉末を

用いた一軸圧縮強度については，加熱の影響はないことが示されている20）21）。 

圧密特性について，東畑ら21）は，ベントナイトは90℃では室温に比べ圧密速度が速くなること

や，正規圧密状態で室温状態から90℃まで温度を上げると二次圧密が促進されることを実験的に

示している。また上ら22）は20～80℃程度でカオリン粘度や有明粘土を用いた圧密試験を実施して

おり，載荷間隔や温度が一定であれば，温度ごとにe-logP曲線が存在し，温度が一定になった後
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の圧縮指数や二次圧密係数は，圧密圧力や温度によらず一定の値を示すことを明らかにしている。

さらに東畑ら21）はMC粘度による圧密非排水，圧密排水三軸圧縮試験を行い，同じ拘束圧下であれ

ば高温により圧密が促進されるため，室温条件よりも剛性，強度とも大きくなることを示してい

る。 

しかし，逆に，50℃～100℃では，せん断特性には温度の影響がないこと23），膨潤応力が大き

くなること24），さらに，高密度であれば高温になっても膨潤応力は大きく変化しないこと25）も示

されており，高温環境下における緩衝材の特性については，十分に把握されていないのが現状で

ある。 
 

4.2 経時変化予測 

緩衝材の経時的な変質には陽イオン交換・モンモリロナイト溶解・ゼオライト化・C-S-H生成・

バイデライト化・イライト化・擬クロライト化などがあり，変質に応じて強度・膨潤圧などの力

学特性は変化することが予想される。TRU廃棄物処分施設を考える場合，セメント系材料の使用は

避けることができないので，ベントナイトの陽イオン交換・モンモリロナイト溶解・ゼオライト

化・C-S-H生成に伴う力学特性の変化には注目する必要がある。しかし，変質自体の評価にも不確

実性がある1）。 

緩衝材のベントナイトは直接セメント系材料に接触することから，陽イオン交換のなかでは，

Ca型化が支配的と考えられる。このCa型化したベントナイト（Ca型化ベントナイト）の強度と膨

潤への影響について試験した事例を図 1，図 226）に示す。 

 

この試験例では，Ca型化ベントナイトの一軸圧縮強さquは，乾燥密度ρdが 1.57～1.59Mg/m3で

2.

3 ナチュラルアナログ 

 

図 1 一軸圧縮強さと乾燥密度の関係 図 2 膨潤圧と乾燥密度の関係 

 

57～4.00MPaとなり，同じ乾燥密度のCa型化していないベントナイトの試験結果とほぼ同じ値と

なっている。また，膨潤圧についてもCa型化していないベントナイトと同等の値となっている。 

 

4.

該当無し。 
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4.4 不確実性 

する不確実性 

 

4.2 データに関する不確実性 

的

って，力学特性は，

処
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ＢＭ－０２：緩衝材の応力・変形 

 
１．名称 
緩衝材の応力・変形（BM-02） 

 
２．概要 
廃棄体グループ1及び 2に対しては，緩衝材を設置することが考えられている1）。緩衝材には，止

水性，自己シール性，核種収着遅延性，熱伝導性，化学的緩衝性，構造躯体の支持性，応力緩衝性な

どが長期にわたり維持されることが期待されている。これらの機能を比較的満足し得る材料として，

圧縮されたベントナイトが注目されており，現在はベントナイトにケイ砂を混ぜたものが考えられて

いる1）。 

緩衝材は，粘弾性体として，岩盤側から構造躯体に働く可能性のある応力や変形を緩和し，逆に構

造躯体等の金属腐食に伴う膨張による岩盤側への力学的影響を緩和する機能（応力緩衝性）を有する。

また緩衝材は，巨視的には構造躯体と岩盤との空間を埋め，微視的には周辺岩盤の亀裂等を充填する

ことによって，有害な間隙を減少させる1）。 

緩衝材の応力は緩衝材の力学特性で決まり，その応力は，外的応力の作用，緩衝材自身の膨潤に

よる内部応力の発生及び密度の変化などにより変わる。緩衝材の変形は，この応力と力学特性に対応

して生じる。 

緩衝材の応力や変形の発生要因のうち，外的応力の作用としては，岩盤のクリープ変形，セメント

系材料の強度低下，ガス発生による間隙圧力の上昇，金属の腐食膨張などによって，周辺部位（廃棄

体，充填材，構造躯体，プラグ，支保，埋め戻し材，岩盤）を介して圧密又は膨潤状態となり，応力

が変化することが考えられる。一方，内部応力の発生としては，緩衝材の温度や水分等の変化による

応力発生とその応力の変化が考えられる。これら二つの要因は，相互に関連しながら，緩衝材の応力

や変形に影響を及ぼす。 

 
３．安全性への影響機構 

緩衝材が再冠水する前には，膨潤性・応力緩衝性を有していないため，緩衝材の応力がその耐力を

上回るとひび割れや破損を生じ，緩衝材の強度に影響を与える可能性がある。また，緩衝材の変形は，

構造躯体や埋戻材の位置の変化に影響を与える可能性がある。 
一方，緩衝材が再冠水した後は，膨潤性・応力緩衝性を有しているため，応力によるひび割れや破

損は発生せず，再冠水前に発生したひび割れなども充填される。この場合，緩衝材は発生する応力に

よって比較的容易に変形する。しかし，膨潤圧が発生するため，隣接する構造躯体や岩盤（または覆

工）に膨潤圧による応力が発生する。緩衝材の膨潤作用によって，緩衝材と構造躯体，緩衝材と岩盤

との隙間や周辺岩盤の亀裂等を充填し，シール性を向上することが期待されているが，その膨潤作用

による応力が過度になると，岩盤中の亀裂を拡大させ，力学的な安全性に影響を及ぼす可能性も考え

られる。さらに，緩衝材の応力の増大は，緩衝材の流出にも影響し，人工バリア機能を低下させるこ

とも考えられる。また，再冠水後の緩衝材の変形は構造躯体の移動沈下の要因になる可能性がある。 
 

４．理解の現状 
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4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 膨潤応力による変化 
ベントナイトはその主成分であるモンモリロナイトの層間に水を取り込むことによって飽和膨潤

する。このモンモリロナイトの層状体が外界に対して与える力が膨潤応力である。 

緩衝材の膨潤応力の試験事例とその結果2）を以下に示す。膨潤応力の測定に用いた試験装置を図 1

に示す。膨潤応力は装置上部のロードセルを用いて測定した。試験は，乾燥密度とケイ砂混合率をパ

ラメータとして実施した。また，浸潤水として蒸留水とASTM D-1141-52基準で作製した人工海水を用

いた。 

    

     図 1 膨潤応力測定装置              図 2 膨潤応力測定結果 

 

平衡状態になったときの膨潤応力（平衡膨潤応力）と有効粘土密度の関係を図2に示す1）。図より

有効粘土密度が大きくなるにつれ，膨潤応力も大きくなることがわかる。人工海水を用いた場合の膨

潤応力は，密度が大きくなるにつれ，蒸留水を用いた場合と同等の値を示している。 

膨潤応力と有効粘土密度の関係は次式で表すことができる。 

 蒸留水の場合 

         ]0.22.1[)0856.23332.78497.3exp( 2 ≤≤+−= ρρρσ 　　　 eee

ee

 人工海水の場合 

          ]8.11.1[)4482.6exp(107952.3 5 ≤≤⋅×= − ρρσ 　　　

図中の点線は，上式の蒸留水の場合の結果に対し膨潤応力を 30%変化させたときの曲線を示し，試

験で得られたデータはこの範囲内にあることがわかる。膨潤応力のばらつきは，ベントナイト鉱床や

採掘時期による鉱物組成の違い，ケイ砂混合状態，初期含水比の違いなどによるものと考えられる。

また，図中には，Ca型化したベントナイト供試体の膨潤応力測定結果も示す。Ca型化したベントナイ

ト供試体の膨潤応力は，Ca型化しないベントナイト供試体の膨潤応力と大きく違わないことがわかる。 

緩衝材の膨潤圧が処分施設及び周辺岩盤に及ぼす影響について，第1次TRUレポート1）における膨潤

応力の影響に関する解析では，緩衝材が膨潤した時の変形量は結晶質岩系岩盤ケース（幌型処分坑道）

で最大5mm程度，堆積岩系岩盤ケース（円型処分坑道）で0.5mm以下と，特に問題にならない値となっ

ている。 
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奥津ら3)は緩衝材の膨潤圧による応力変化をセメント成分溶出による応力再配分と同時に，セメント

系材料の力学特性の経時変化を考慮しながら評価する手法を構築している。 

 

4.1.2 熱応力による変化 
廃棄体発熱による熱応力解析が実施されている。結晶質岩系岩盤（幌型処分坑道）では最大で約5mm，

堆積岩系岩盤（円形処分坑道）では最大で約2mm変形するが，処分施設の安定性に対しては影響を及ぼ

さないとの結果が得られている1）。 

 

4.1.3 人工バリアの重量による変化 

(1) 施工ステップを考慮した底部緩衝材の状態 

底部緩衝材を設置する場合，構造躯体の移動・沈下は底部緩衝材の影響を受けて生じる。その底

部緩衝材は，経時的に以下のような状態となることが想定される。 

・STEP-1 処分坑道の掘削が完了し，底部緩衝材を設置した状態 

・STEP-2 構造躯体を構築，廃棄体を定置し，不飽和の底部緩衝材に荷重が作用する状態 

・STEP-3 処分システムの閉鎖が完了し，不飽和の底部緩衝材に荷重が作用する状態 

・STEP-4 再冠水してから時間が経過し，底部，側部，上部の緩衝材がそれぞれ膨潤する状態 

STEP-2では，荷重載荷により構造躯体の初期沈下が生じる。側部緩衝材が施工されていないため，

塑性流動を伴う破壊（絞り出し破壊）が生じる可能性がある。 

STEP-3 では，緩衝材に作用する荷重が増大するため構造躯体の沈下は STEP-2 より増加する。側

部緩衝材が施工されるため，STEP-2の状態より塑性流動の発生は拘束される。 

STEP-4では，緩衝材に作用する荷重は浮力の作用で減少する。一方，緩衝材が飽和することで強

度が低下し，支持力は減少した状態となる。また，弾性係数も小さくなる。 

以上のように，底部緩衝材を設置する場合，構造躯体の移動・沈下に及ぼす影響は経時的に異な

ると考えられる。また，この構造躯体の移動・沈下により，廃棄体，充填材，周辺岩盤及び側面や

上部の緩衝材に応力集中，変形・ひび割れを生じさせ，それらの水理特性，力学特性に影響を及ぼ

すことが考えられる。 
(2) 底部緩衝材の支持力 

底部緩衝材の支持力を決定する破壊モードは，底部緩衝材の厚さや荷重載荷幅の相対関係で異な

り，せん断破壊モードと絞り出し破壊モードが考えられている。深沢ら4)は，想定した処分場（幅

20m，高さ35m，底部ベントナイト層厚1.0m）を対象に，処分システムの閉鎖完了時の状態と再冠水

後以降（時間が経過しベントナイトが膨潤）の状態について支持力の検討を行った。その結果とし

て，想定した処分場では，支持力に対する健全性は維持できるという評価を得ている（表1）。 
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表1 支持力検討結果 

許容支持力 (MPa) 

状態 
作用荷重 

(MPa) 
乾燥密度 

1.6Mg/m3
乾燥密度 

1.8Mg/m3
判定 

閉鎖完了時 0.9 2.15 6.45 OK 

再冠水以降 0.6 0.81 5.59 OK 

 

(3) 底部緩衝材の沈下量 

廃棄体，充填材，構造躯体などの重量によって底部緩衝材が変形沈下する。変形沈下量の解析に

は，経時的に異なる底部緩衝材の状態のモデル化が必要である。 

・深沢らの検討 

深沢ら4)は，想定した処分場(前項(2)と同じ)を対象に，閉鎖完了時と再冠水以降での底部緩衝

材の沈下量を検討している。沈下量は，初期沈下量，クリープ沈下量，圧密沈下量に分けて検討

している。各沈下量は以下の方法で算定している。 

・初期沈下量  ：底部緩衝材を弾性体として算定。 

・クリープ沈下量：鈴木ら5）によると，不飽和粘土の場合は初期に比較的大きな沈下を生じ，

それに引き続きクリープ沈下が現れ，圧密沈下は無視することができる。

そして，設計上最終沈下量は初期沈下量の 2～4倍を見込めばよいとして

いる。従って，クリープ沈下量は，初期沈下量の1～3倍として算定する。 

・圧密沈下量  ：一次圧密沈下量として算定。 

算定結果を表2に示す。底部緩衝材が不飽和状態である閉鎖完了時，飽和状態である再冠水以

降の最大沈下量は，それぞれ1.80cm，3.00cmであり，本検討で想定している底部緩衝材厚100mm

と比較すると僅かであるとしている。 

 

表2 沈下量検討結果 

沈下量(cm) 
状態 

乾燥密度 
(Mg/m3) 初期沈下量 クリープ沈下量 圧密沈下量 総沈下量 

1.6 0.45 0.45～1.35 － 0.90～1.80 
閉鎖完了時 

1.8 0.18 0.18～0.54 － 0.36～0.72 

1.6 3.00 － 0.00 *1 3.00 
再冠水以降 

1.8 0.60 － 0.00*1 0.60 

＊1：作用荷重が圧密降伏応力を下回るため，圧密沈下は生じない。 

 

・ 小関らの検討 

小関ら6)は廃棄体，構造躯体（コンクリートピット）及び上部緩衝材の荷重が，処分場の閉鎖後

に底部緩衝材に作用する圧密沈下現象として，関口・太田の弾塑性モデルを用いた有限要素法解析

を実施している。 

解析に用いた物性値は，Na型ベントナイトのクニゲルV1(乾燥密度：γd=1.8Mg/m
3)の値を用いて
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いる。また，解析モデルは，本検討で想定している幌型処分坑道底部緩衝材に従い，厚さ1.0m，幅

10.65mとしている。解析結果を表3に示す。 

 

表3 圧密解析結果 

 ケース1 

(弾塑性1次元解析) 

ケース2 

(弾塑性2次元解析) 

最終沈下量 5.6mm 5.7mm 

圧密時間ｔ95 9.6年 9.8年 

圧密時間ｔ95は，圧密度95%時の圧密時間を表す。 

 

・第1次TRUレポートの検討 

第1次TRUレポート1)では，廃棄体，充填材，構造躯体などの重量が処分場の閉鎖後に底部緩衝材

に作用する圧密沈下現象として，底部緩衝材の変形沈下量を解析している。解析モデルは，圧密に

よる岩盤の変形は少ないと考え，緩衝材と廃棄体のみをモデル化し，岩盤，支保工はモデル化して

いない。解析は，想定した処分場に従い，堆積岩系岩盤（円型処分坑道）の場合と結晶質岩系岩盤

（幌型処分坑道）について行っている。 

最終沈下量は，結晶質岩ケースでは57mm，堆積岩ケースでは16mm程度生ずる結果であった（図3，

図4参照）。初期の緩衝材厚を１mと考えた場合，この沈下量の影響は小さいと考えられる1）。 
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図3 堆積岩系岩盤ケースにおける廃棄体の沈下量と時間の関係 
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図 4 結晶質岩系岩盤ケースにおける廃棄体の沈下量と時間の関係 

 

4.1.4 岩盤のクリープによる変化 

長期的な岩盤のクリープ変形による緩衝材の変形に関する大久保モデルを用いた解析した事例で

は，結晶質岩についてはほとんど岩盤，緩衝材には変形が生じず，堆積岩については緩衝材厚が45mm

程度減少する結果となっている。初期の緩衝材厚を１mと考えた場合，この沈下量の影響は小さいと考

えられる1）。図5に堆積岩系岩盤の場合のクリープ変形による緩衝材厚さの減少量の経時変化を示す。

ただし，岩盤条件によってはクリープ変形が大きくなり，それに伴って緩衝材の変形も大きくなる可

能性がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図5 緩衝材厚さの減少量の経時変化（堆積岩系岩盤の場合） 

 
4.1.5 廃棄体成分の溶出による変化 

処分対象とする廃棄体はセメント固化体が大半を占め，またモルタルで充填するパッケージ化が行

われるためセメント系材料が多量に使用される。セメント系材料等の廃棄体成分が長期的に溶出し処

分施設内部に空隙が発生した場合には，処分施設の崩落などの不連続な事象が生じる可能性がある。

このような事象が生じるかどうかについて，第1次TRUレポートでは廃棄体及び支保工の弾性係数及び

強度がセメント成分の溶出によって初期の1/10になるとして応力再配分の状況を解析検討している。

弾塑性解析の結果によれば，結晶質岩系岩盤（幌型処分坑道）のケースで廃棄体の変形が最大で0.5mm

以下，堆積岩系岩盤（円型処分坑道）のケースで岩盤の変形が最大で約3mmであり，また，緩衝材など
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処分施設の応力は閉鎖時とほとんど同じであることから処分施設の安定性に対して影響を及ぼさない

という結果を得ている1）。 

奥津ら3)はセメント成分溶出による応力再配分を緩衝材の膨潤圧による応力変化と同時に，セメント

系材料の力学特性の経時変化を考慮しながら評価する手法を構築している。 

 

4.1.6 ガス発生による変化 

ガス移行解析の実施例では，間隙圧力は，最もガス発生速度の大きい廃棄体グループで最大11.9MPa

に達するが，人工バリア内部については発生応力が等方等圧に近いことから発生するせん断力は小さ

く，材料強度を超えることはないとしている1）。 

 

4.1.7 耐震安定性の検討 

緩衝材の力学安定性に着目して実施された耐震安定性の検討例として，H12レポートではHLW処分施

設のニアフィールドを対象として行われている7）。この検討では，オーバーパックと緩衝材はともに

概ね同様な挙動を示し，地震により緩衝材がせん断破壊する可能性はないと推測される結果となって

いる。また，緩衝材のせん断ひずみは微小であり，非線形性が顕著に表れることはないことも結果と

して得られている。しかしながら，この検討の解析では，緩衝材と岩盤間のジョイント要素の設定が

解析結果に大きく影響しており，オーバーパック，緩衝材が周辺岩盤と同様に挙動するためには，緩

衝材の膨潤圧などにより緩衝材－岩盤間のせん断剛性を高めることが必要と推測している。 

 
4.2 経時変化予測 

緩衝材の応力や変形は内部応力（膨潤応力，熱応力）と外部応力（人工バリアの重量，岩盤のクリ

ープ，ガス圧，地震動など）の影響を受けて変化する。また，応力・変形を規定する力学特性も化学

的変質によって変化する。ベントナイト系材料の変質現象には，主にモンモリロナイトの層間陽イオ

ンのイオン交換，モンモリロナイト及び随伴鉱物の溶解／沈殿反応がある。イオン交換反応には，セ

メント系材料から溶出するCaイオン，鉄筋や鋼材，廃棄体パッケージなどから供給されるFeイオン

などによるCa型化，およびFe型化が考えられる。鉱物の溶解／沈殿反応では，イライト化，擬クロ

ライト化，鉄モンモリロナイト化が考えられ，高pHの環境に曝された場合にはC-S-H化，ゼオライト

化なども考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

緩衝材の応力は，地下水が浸潤することで外的な荷重が作用し変化する。さらに，力学特性にも変

化が生じ，応力に影響を与えることが考えられる。したがって，緩衝材の応力は，処分場の水理特性
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や水理特性の変動の影響を受けることになる。緩衝材の応力や変形に関しては，当該処分場の塩水も

含めた現実的に取り得る地下水組成およびその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮する

ことも必要である。 
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ＢＭ－０３：緩衝材の膨潤 

 
１．名称 
緩衝材の膨潤（BM-03） 

 
２．概要 
廃棄体グループ1及び 2に対しては，緩衝材を設置することが考えられている1）。緩衝材には，止

水性，自己シール性，核種収着遅延性，熱伝導性，化学的緩衝性，構造躯体の支持性，応力緩衝性な

どが長期にわたり維持されることが期待されている。これらの機能を比較的満足し得る材料として，

圧縮されたベントナイトが注目されており，現在はベントナイトにケイ砂を混ぜたものが考えられて

いる1）。 

緩衝材へ地下水が浸潤することにより，ベントナイト系の緩衝材は膨潤する。ベントナイトの膨潤

が拘束されない場合には体積が増加し，膨潤が拘束される場合には膨潤応力が発生する。膨潤応力は

構造躯体及び岩盤に外力として作用する。さらに，ベントナイト系の緩衝材には，その膨潤により岩

盤中の亀裂や周辺部位との隙間を充填するシール機能が期待されている。ただし，岩盤の亀裂幅が大

きい場合には，膨潤によりベントナイトが亀裂中へ流出することが予想される。 

ベントナイトには，モンモリロナイトの他に方解石，黄鉄鉱などの随伴鉱物が含まれる。モンモリ

ロナイトは，Si-O四面体が六角網状に連結した四面体シート２つとAl-O又はMg-O八面体シート1つ

が層状に重なった構造をもち，その層間には水和した層間陽イオンと水分子が存在する。緩衝材の膨

潤性は地下水の浸入に伴うモンモリロナイトの相間間隔の広がりによって生じ，その膨潤性によって

緩衝材の止水効果を発現する。 

 
３．安全性への影響機構 
緩衝材の膨潤性能は，隣接する構造躯体や支保工との隙間や，温度ひび割れなどにより生じた構造

躯体，支保工のひび割れをシールする。また，長期的に構造躯体，支保工の劣化による，亀裂やひび

割れをシールすること，あるいはこれらの変形に追従し，低透水層を確保する。しかし，膨潤圧が発

生するため，隣接する構造躯体や岩盤（又は支保工）に膨潤圧による応力が発生する。緩衝材の膨潤

作用によって，緩衝材と構造躯体，緩衝材と岩盤との隙間や周辺岩盤の亀裂等を充填し，シール性を

向上することが期待されているが，その膨潤作用による応力が過度になると，岩盤中の亀裂を拡大さ

せ，力学的な安全性に影響を及ぼす可能性も考えられる。さらに，緩衝材の応力の増大による岩盤亀

裂の拡大は，緩衝材の流出にも影響し，人工バリア機能を低下させることも考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 膨潤圧の発生 
ベントナイト間隙中への水の浸潤に伴い，モンモリロナイト層間に水分子を取り込むことにより層

間を押し広げ，微視的な膨潤圧が発生し，これが巨視的な膨潤応力となる。 

緩衝材の膨潤応力の試験事例とその結果2）を以下に示す。膨潤応力の測定に用いた試験装置を図 1

に示す。膨潤応力は装置上部のロードセルを用いて測定した。試験は，乾燥密度とケイ砂混合率をパ

Ｂ緩衝材-42 



 

ラメータとして実施した。また，浸潤水として蒸留水とASTM D-1141-52基準で作製した人工海水を用

いた。 

 

    

    図 1 膨潤応力測定装置              図 2 膨潤応力測定結果 

 

平衡状態になったときの膨潤応力（平衡膨潤応力）と有効粘土密度の関係を図2に示す2）。図より

有効粘土密度が大きくなるにつれ，膨潤応力も大きくなることがわかる。人工海水を用いた場合の膨

潤応力は，密度が大きくなるにつれ，蒸留水を用いた場合と同等の値を示している。 

膨潤応力と有効粘土密度の関係は次式で表すことができる。 

 蒸留水の場合 

            ]0.22.1[)0856.23332.78497.3exp( 2 ≤≤+−= ρρρσ 　　　 eee

ee

 人工海水の場合 

          ]8.11.1[)4482.6exp(107952.3 5 ≤≤⋅×= − ρρσ 　　　

図中の点線は，上式の蒸留水の場合の結果に対し膨潤応力を 30%変化させたときの曲線を示し，試

験で得られたデータはこの範囲内にあることがわかる。膨潤応力のばらつきは，ベントナイト鉱床や

採掘時期による鉱物組成の違い，ケイ砂混合状態，初期含水比の違いなどによるものと考えられる。

また，図中には，Ca型化したベントナイト供試体の膨潤応力測定結果も示す。Ca型化したベントナイ

ト供試体の膨潤応力は，Ca型化しないベントナイト供試体の膨潤応力と大きく違わないことがわかる。 

以上の膨潤圧の試験結果からは，緩衝材の応力が限界値以上となる可能性はそれほど大きくないと

考えられ，緩衝材の応力が安全評価上で直接的に問題になることないと想定される。埋設後の緩衝材

は自己シール性も含めて期待されるバリア性能を維持すると考えられる。 

 

4.1.2 自己シール性 

緩衝材の膨潤，飽和による自己シール性は，安全評価において重要な機能の一つである。隙間を設

けた供試体による自己シール性の実験例3）を以下に示す。この実験例では，膨潤状態を目視で確認し，

飽和後の供試体の空隙を埋める部分の圧力と空隙部の透水係数を測定している。その結果，施工時の

隙間などに対するベントナイトの自己シール性は十分に期待でき，自己シールするのに必要な膨潤圧
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は0.05MPa程度であるとしている。 

実験に使用した容器を図3に示す。実験に用いたベントナイトは自然含水状態のケイ砂混じりNa型

ベントナイトであり，供試体は静的に圧縮して成型し，仕上がり密度は1.6Mg/m3とした。実験容器に

は30%～60%の空隙部を設けて供試体を設置した。 

 

 

図3 自己シール実験容器 

 

所定の空隙部が膨潤によりシールされるまで，通水によるベントナイトの透水性と膨潤圧を調べた。

実験結果の一例として，図 4 に空隙部 30%の透水係数と膨潤圧の経日変化を示す。また，表 1 に各実

験で得られた最終時点での自己シールの透水係数と膨潤圧の結果を示す。 

 

図4 空隙部30%の透水係数と膨潤圧の経日変化 
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表1 最終時点での自己シールの透水係数と膨潤圧 

 
また，実験結果として，浸潤水が人工海水の場合，膨潤性能が著しく減少する場合があること，ベ

ントナイトの密度にも膨潤性能は依存することを得ている。 
 

4.1.3 乾燥によるひび割れ 

乾燥収縮については，乾燥収縮試験(JGS T 145)に準拠して，圧縮ベントナイトの乾燥収縮試験が

実施されている4）。その試験では，供試体作製時の含水比が大きいほど乾燥によるひび割れの数が多

くなり，また，大きなひび割れが現れる結果となった。再冠水前に廃棄体からの熱によって緩衝材中

の水分が乾燥しても，有意なひび割れが生じない結果も得ている。また，再冠水までに，乾燥しひび

割れが発生したとしても，その後の膨潤過程においてひび割れは無くなると考えられることから，ひ

び割れの影響は小さいと思われる。 

その他，環境条件が緩衝材に与える影響を把握することを目的に，初期含水比（7，14，21％）が

異なる小型のベントナイトブロックを温度（20，40℃）及び湿度（48，80，95％）を一定に保った養

生室中に3ヶ月間保管し，その寸法や含水比等を計測した既往の研究では，ひび割れは実験開始から

0.5～1日以内に供試体表面に発生し，乾燥の影響が大きい実験ケースでは，供試体内部を貫通するひ

び割れも確認された5）。 

 

4.1.4 膨潤特性 

蒸気圧法により圧縮ベントナイトの体積膨潤量を求めた実験結果の例を示す2）。供試体は乾燥密度

1.8Mg/m3のベントナイト単体と乾燥密度1.6Mg/m3のケイ砂混合体（30wt%）を用いた。供試体は直径2

0mm，高さ20mmで，温度は20℃に設定した。 

測定量としてダイヤルゲージで測定した供試体高さの経時変化を図5に示す。供試体の高さは，室

温の変化やデシケータ内の湿度の早期回復のための真空引きなどによる影響によって上下するものの，

ベントナイト単体，ケイ砂混合体ともに，相対湿度が高いほど垂直変位は大きくなることがわかる。 
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図5 膨潤量経時変化 

 

また，上記試験より，体積ひずみはベントナイト単体の方がケイ砂混合体よりも大きくなることが

示されている。 

 

4.1.5 変質による影響 

緩衝材がカルシウム型化した場合の膨潤圧は，乾燥密度が低い場合はNa型の膨潤圧より小さい6）。

緩衝材がイライト化して変質した場合，緩衝材全体の膨潤性能は低下すると考えられる。しかしなが

ら，現状では，処分場の設計において，緩衝材温度が最高でも 100℃を越えることがないように設計

することが可能と考えられており1），イライト化による変質についてはそれほど考慮する必要はない

と思われる。また，高温度かつ高pHでは緩衝材のゼオライト化が生じ，緩衝材の膨潤性能が低下する

可能性がある。しかし，評価手法が明確ではないといった問題点もあるが，Puschの評価においては

1.5mのベントナイトの変質には，106年要するとの報告もあり，ゼオライトへの変質には，長期間かか

るものと考えられる1)。 

 

4.1.6 塩水環境による影響 

膨潤試験の事例で，浸潤水を人工海水とした場合には膨潤性能が著しく減少する場合があるという

ことが報告されている3）。また，緩衝材の膨潤は，地下水が浸潤することで生じることから，処分場

の水理特性や水理特性の変動の影響を受けることになる。緩衝材の膨潤に関しては，塩水も含めた現

実的に取り得る地下水組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することも必要

である。 

緩衝材の膨潤特性に及ぼす人工海水の濃度の影響を検討した事例として，クニゲルV1，ボルクレイ，

クニボンドに対して，人工海水濃度を1%，10%，100%とし，膨潤変形実験及び膨潤圧実験が行われてい

る7）。膨潤変形実験の結果では，いわゆるNa型であるクニゲルV1及びボルクレイの結果では，塩分濃

度が大きくなるほど最大膨潤率が小さくなるが，Ca型化であるクニボンドでは，塩分濃度の影響はほ

とんど見られなかった。 

奥津らは数多く実施されている既往の膨潤圧試験結果から，密度（スメクタイト密度），層間イオン
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組成，試験溶液の濃度が及ぼす影響をまとめている8)。 

 

4.1.7 高温環境による影響 

乾燥したベントナイト粉末を60℃，110℃，200℃に加熱し，その後冷却した場合の液性・塑性限界，

蒸留水を混合した場合の自由膨潤量，及び200℃に加熱した後冷却したベントナイト粉末を用いた一軸

圧縮強度については，加熱の影響はないことが示されている9）10）。 

膨潤応力は，加熱によりベントナイトの体積が収縮する可能性があることから，温度上昇に伴い小

さくなることが実験的に示されている2）10）。 

 

4.1.8 力学的安定性への影響 

緩衝材の膨潤圧が処分施設及び周辺岩盤に及ぼす影響について，第1次TRUレポート1）における膨潤

応力の影響に関する解析では，緩衝材が膨潤した時の変形量は結晶質岩系岩盤ケース（幌型処分坑道）

で最大5mm程度，堆積岩系岩盤ケース（円型処分坑道）で0.5mm以下と，特に問題にならない値となっ

ている。 

奥津ら8)は緩衝材の膨潤圧による応力変化をセメント成分溶出による応力再配分と同時に，セメント

系材料の力学特性の経時変化を考慮しながら評価する手法を構築している。 

 

4.1.9 核種移行への影響 

緩衝材が地下水によって膨潤すると，間隙構造が変化し，透水性が著しく低下し，緩衝材中の物質

の移動は拡散支配となる。廃棄体から溶出した核種の移動も，緩衝材中では拡散移動となり非常に遅

いものであると考えられる。 
また，乾燥収縮の影響については，核種が緩衝材中を移行する場合は緩衝材の再冠水後であること

から，移行過程には直接影響は与えないと思われる。ひび割れについても，再冠水時にひび割れは膨

潤により無くなると思われる。 
 

4.2 経時変化予測 

4.2.1 緩衝材の流出による膨潤性能の変化 
亀裂やひび割れの程度が大きく，膨潤量や緩衝材の流出が大きくなると，緩衝材の密度が低下し，

低透水性が損なわれる可能性がある。 

 

4.2.2 緩衝材の変質による膨潤性能の変化 

緩衝材の膨潤は，長期に渡り，ベントナイトの化学的な変質により膨潤性能が変化する可能性があ

る。ベントナイト系材料の変質現象には，主にモンモリロナイトの層間陽イオンのイオン交換，モン

モリロナイト及び随伴鉱物の溶解／沈殿反応がある。イオン交換反応には，セメント系材料から溶出

するCaイオン，鉄筋や鋼材，廃棄体パッケージなどから供給されるFeイオンなどによるCa型化，及

びFe型化が考えられる。一方，鉱物の溶解／沈殿反応では，イライト化，擬クロライト化，鉄モンモ

リロナイト化が考えられ，高pHの環境に曝された場合にはC-S-H化，ゼオライト化なども考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 
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該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

ベントナイトの膨潤量の計測に関しては，積載荷重と一次元方向の膨潤量の関係を求める例などが

あり，一般化を図ろうとする傾向はあるものの，規格化された方法は確立されておらず測定手法が不

確実性として残る。 
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ＢＭ－０５：緩衝材の流出 

 
１．名称 
緩衝材の流出（BM-05） 

 
２．概要 
廃棄体グループ 1及び 2に対しては，緩衝材を設置することが考えられている。緩衝材には，

止水性，自己シール性，核種収着遅延性，熱伝導性，化学的緩衝性，構造躯体の支持性，応力緩

衝性などが長期にわたり維持されることが期待されている。これらの機能を比較的満足し得る材

料として，圧縮されたベントナイトが注目されており，現在はベントナイトにケイ砂を混ぜたも

のが考えられている1）。 

緩衝材はその膨潤性により岩盤亀裂，支保工のひび割れ，隙間などをシールする反面，長期物

理的安定性を損なう要因の一つとして，緩衝材が流出することが考えられている。緩衝材の流出

が大規模に起こる場合は，緩衝材に期待される諸機能が低下することが考えられる。 

 
３．安全性への影響機構 
緩衝材はその膨潤性により，亀裂や隙間などをシールする自己シール性の機能を発揮する。緩

衝材は構造躯体と支保工（覆工含む）の間に設置されるため，施工時に発生した構造躯体や支保

工と緩衝材との隙間を充填する。また，構造躯体や支保工に発生するひび割れを充填する可能性

がある。 

亀裂やひび割れを充填するベントナイトは，亀裂への侵入や地下水の流れによって流出する可

能性がある。緩衝材が流出し緩衝材の密度が低下すると，膨潤性の低下による自己シール性能の

損失や透水性の増大による核種の移行にも影響を与える。 

また，緩衝材の流出によって構造躯体などの移動・沈下や緩衝材自体の流動が発生する可能性

もある。緩衝材の流動が生じると，構造躯体の上部では緩衝材の密度が低下し，下部では上昇す

るなど緩衝材の密度が不均一となる可能性が考えられる。緩衝材の密度が不均一になった場合，

密度の低い部分の緩衝材には，間隙水が多く分布するようになり，その領域で特に廃棄体やセメ

ント系材料の変質・腐食が進行することも考えられる。また，緩衝材の強度にも不均一が生じる

と思われる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 流出現象 
緩衝材の流出は， 
・ベントナイトが膨潤することによる亀裂への侵入現象 
・亀裂へ侵入したベントナイト粒子が間隙水の流れにより浸食される現象 

の二つの現象によるものと考えられている。 
(1)侵入現象 

圧縮ベントナイトの亀裂への侵入現象に関する実験的研究は幾つか報告されており2）3）4），
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主に以下のような結果が得られている。 

・ベントナイトが浸食されない場合，亀裂への侵入による流出距離（変位）は時間の平方根

に比例し，その流出速度は亀裂開口幅と含有ベントナイト量に依存する。 

・侵入現象により流出するベントナイトの先端部は，硬い相と軟らかい相の２相に分離する

ことが認められた。 

・流出ゲル先端近傍の軟らかい部分の含水比は約 550%で，この値はベントナイト試料粘土の

液性限界値に近い値となっている。 
(2)浸食現象 

基礎的な試験と理論的な検討がPuschにより報告されている2）。浸食のメカニズムとしては，

地下水流による流体抗力（掃流力）がベントナイト粘土の粒子間力を上回る場合に浸食が起こ

ると評価している。 

 
4.1.2 侵入解析モデル 

緩衝材の亀裂への侵入をモデル化する研究はいくつか報告されている2）4）5）。侵入現象を記述

するモデルは幾つか提案されており，侵入現象を粘性流体流れと粘土粒子の拡散としてモデル化

したもの，粘性流れでモデル化したもの，粘土粒子の拡散としてモデル化したもの等があるが，

拡散モデルでは侵入現象を正確に記述するのは困難であるとされている。緩衝材の岩盤亀裂への

侵入を解析する場合は，今後も現象を記述する上で妥当なモデルを検討していくことが重要であ

り，さらに，緩衝材の密度の検討をする場合には，埋設後の金属類の腐食膨張による体積減少も

考慮した解析が必要である。 

 

4.1.3 H12 レポート6)における評価 
地層処分基盤研究施設内の緩衝材流出挙動試験設備において，緩衝材の侵入及び浸食現象に関

する模擬試験をNa型ベントナイトを用いて実施している。この設備では，アクリル製の模擬岩盤

を用い，平行平滑単一亀裂中への緩衝材の流出を対象としており，侵入と浸食に対応して静水条

件と流水条件の試験を実施している。これまでに，静水試験では，流出ゲル先端の移動距離は時

間の平方根に比例すること，流水試験では，流量が 0.1cm3/minの場合，亀裂幅が 0.3mm以上では

浸食が起こらないことが確認されている。 

試験結果を踏まえて，緩衝材の流出挙動が拡散によって模擬されると仮定して，埋設後の緩衝

材の流出挙動を有限要素法を用いて解析している。評価にあたっては，亀裂が平板で，初期の亀

裂内部には何も充填されていないものとした。実際の岩盤の亀裂は充填物が存在していたり，割

れ目が交差していたりしており，それに比べるとかなり保守的な設定と言える。解析では，初期

の状態で緩衝材の密度を1.6Mg/m3，亀裂内部の密度を0Mg/m3として，埋設後の緩衝材の密度変化，

すなわち外部への流出挙動を時間領域で積分して計算した。 

図 1に，亀裂開口幅が 0.0015m で，一万年経過後の緩衝材密度の空間的な分布を計算した例を

示す。実際の解析は，軸対称で行われているが，図 1の結果は形状が把握しやすいように，周方

向に 180 度展開したものである。赤色が高密度，青色が低濃度を示している。図が示すように，

緩衝材内部での密度分布はみられず，亀裂内部で外周部に向かって緩衝材が膨出し，その密度が

亀裂外周面に向かって低下している。 
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図 1 緩衝材の密度分布計算例（亀裂開口幅 0.0015m，1 万年後 ） 
 

4.1.4 緩衝材の変質による流出への影響 
緩衝材の経時的な変質には，陽イオン交換・モンモリロナイト溶解・ゼオライト化・C-S-H 生

成・バイデライト化・イライト化・擬クロライト化などがあり，変質に応じて強度などの力学特

性や膨潤圧などの膨潤特性が変化すると予想される。TRU 廃棄物処分施設を考える場合，セメン

ト系材料の使用は避けることができないのでベントナイトの陽イオン交換・モンモリロナイト溶

解・ゼオライト化・C-S-H 生成に伴う力学特性の変化には注目する必要がある。しかし，変質自

体の評価にも不確実性がある。 

ベントナイトのCa型化による影響を考えると，亀裂へのベントナイト侵入については，Ca型化

したベントナイトの膨潤圧はNa型ベントナイトより小さめの値となることから7），Na型ベントナ

イトより亀裂への侵入は起こりにくくなると想定できる。また，侵入後の浸食については，Na型

ベントナイトに比べ砂との粘結性に優れていること，またCa型化ベントナイトの容積法で測定し

た膨潤力は，Na型ベントナイトの 1/3 程度であることから浸食は起こりにくいと考えられる。し

かし，その一方でNa型ベントナイトに比べ，その粒子がフロック状になり浸食を受けやすくなる

可能性も考えられるため，どちらが流出後の浸食を受けやすいかは今後確認が必要である1）。 
 
4.1.5 水質の影響 

膨潤試験の事例で，浸潤水を人工海水とした場合には膨潤性能が著しく減少する場合があると

いうことが報告されていることから4），流出は当該処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を

受けることになる。緩衝材の流出に関しては，塩水も含めた現実的に取り得る地下水組成及びそ

の時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することも必要である。 

人工海水などを用いた 4.1.2 と同様の流出挙動試験では，イオン強度が大きくなるほど亀裂へ

の侵入が抑制される傾向が得られている8）9)。この結果は人工海水中の膨潤圧が蒸留水中におけ

る膨潤圧より小さいためと考えられる。また，模擬亀裂に侵入した領域のベントナイト密度につ

いて，貫入型の模擬試験やX線CTを用いた非破壊検査を適用した測定が試みられており，亀裂侵入

域における平均的な密度が得られている8）9）10）

模擬亀裂内に２次元的な流れ場を形成した流水試験では，蒸留水を用いた場合は流速 2×

10-6m/sにおいて浸食コロイドが生成することが確認されたが，人工海水を用いた場合では流速 8
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×10-6m/sでも浸食コロイドの生成は確認されなかった9)。 

 
4.1.6 核種移行への影響 

緩衝材が流出すると，密度が低下し緩衝材の透水係数が上昇する。その場合，緩衝材中に地

下水の流れが発生すれば，核種移行にも影響を及ぼすことが考えられる。また，岩盤亀裂への

緩衝材の侵入によって，核種が亀裂部分に運ばれることも考えられる。岩盤の亀裂は，移流支

配であると考えられるため，核種の移行が促進される可能性もある。 
 
4.2 経時変化予測 

緩衝材の流出は，再冠水後緩衝材に膨潤圧が発生した後から生じる可能性がある。またこの

現象は，長期にわたり発生すると想定される現象である。しかし，緩衝材の流出量は構造躯体，

支保工のひび割れの程度や，母岩条件，地下水条件や緩衝材の変質などの要因によって左右さ

れると考えられる。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特に無し。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 
緩衝材の流出により，埋設後の期間に応じて，緩衝材の密度が低下する。この密度低下を性能

評価において考慮する必要がある。また，解析モデルは様々なものが検討されており，その選定

によって，評価結果が異なる可能性がある。 
緩衝材の流出は亀裂部に侵入することで生じるが，地下水の流入・流出も亀裂部に集中する。

亀裂部における緩衝材の流出と地下水の流出・流入の相互作用は，緩衝材の流出特性に影響を与

えると考えられる。 
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ＢＣ－０１：緩衝材の化学特性 

 

１．名称 
緩衝材の化学特性（BC-01） 

 
２．概要 
緩衝材にはモンモリロナイトを主成分とする粘土鉱物（ベントナイト）にケイ砂などの添加物を加

えた材料が候補材料として検討されている。緩衝材の重要な物理的特性である膨潤性には，緩衝材に

含まれるモンモリロナイトの化学的構造が深く関与しており，膨潤の結果生じる緩衝材中の空隙構造

は緩衝材の透水係数，拡散係数を左右する。また緩衝材の構成鉱物の種類は，緩衝材間隙中の溶存イ

オンや放射性核種の収着分配係数に影響するばかりではなく，ベントナイトの随伴鉱物の溶解平衡や

黄鉄鉱の酸化還元反応により緩衝材中の間隙水組成を変化させる可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
緩衝材には， 

・ 収着などによる放射性核種の移動の抑制 

・ 処分施設内への地下水の浸入の抑制 

・ コロイドのろ過 

・ 発生空隙の充填 

・ 廃棄体・構造躯体の支持 

が要求され，これらの要件を満たす材料としてベントナイトにケイ砂を混ぜた材料が検討されてい

る。緩衝材の重要な物理的特性である膨潤性は，緩衝材中のモンモリロナイトの化学的構造に関連し

ており，このため緩衝材に含まれるモンモリロナイト量を示す有効ベントナイト密度に対しても関連

する。一般的には有効ベントナイト密度が高いほど膨潤性が増加する。またモンモリロナイトは，Si-O

四面体が六角網目状に連結した四面体シートとAl-OまたはMg-O八面体シートが層状に重なった構造

をもち，層間に存在するNa，Ca，Feなどの陽イオンの種類により，それぞれNa型，Ca型，Fe型など

と呼ばれている。緩衝材の候補材料には，膨潤性に富むNa型ベントナイトが検討されている。 

緩衝材は十分有効ベントナイト密度が大きい圧縮ベントナイトである場合，処分施設内の地下水流

速を低下させる。その結果処分施設内の物質の移行は拡散に支配される。 

しかしモンモリロナイトの陽イオンは，間隙水中の陽イオンと容易にイオン交換する。Na型のモン

モリロナイトの層間陽イオンが他の陽イオンにイオン交換するとモンモリロナイトの膨潤性が乏しく

なる。その結果，緩衝材の膨潤性が低下して透水係数や拡散係数が増加し，間隙水中の放射性物質や

人工バリアに影響があるイオンの移行を早める可能性がある。またモンモリロナイトの層間陽イオン

のイオン交換は，間隙水中の放射性核種とイオン交換するため収着メカニズムの一つとしても考えら

れており，間隙水中のイオンの収着に影響する可能性がある。 

また緩衝材中には，硫酸塩などの可溶性不純物が存在する。低溶存酸素条件で固相／液相比が大き

な場合には，可溶性不純物の溶解が放射性核種の収着分配係数に影響を与えるとともに，緩衝材中の

間隙水組成を変化させる可能性がある。可溶性不純物の溶解や，セメント系材料，廃棄体からの浸出

イオンの供給などによる間隙水組成のイオン強度の変動によっても，緩衝材の膨潤性の低下が生じ透
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水性，移行挙動に影響する可能性がある。 

緩衝材構成鉱物の表面水酸基と放射性核種との表面錯体形成反応は，収着メカニズムの一つとして

考えられており，同時に表面水酸基の酸・塩基反応は間隙水組成を変化させる可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 モンモリロナイトの基本構造 
モンモリロナイトが属するスメクタイトは層電荷が0.2～0.6/010(OH)2の範囲にある２：１層構造の

珪酸塩鉱物の総称であり，Si-O四面体が六角網状に連結した四面体シート２つとAl-O又はMg-O八面体

シート１つが層状に重なった構造をもつ（図1参照）。 

モンモリロナイトの層間間隙に水分子が入り込むことにより層間間隔が増加し，結果として高膨潤

性を示す。またモンモリロナイトが膨潤すると緩衝材中の鉱物間の間隙を埋めるために低透水性を示

す。 

ベントナイトの層間には，Na，Ca，Mg，Feなどの陽イオンが存在し，この陽イオンの種類によりNa

型，Ca型，Mg型，Fe型などと呼ばれている。これらの中で最も膨潤性に富むものはNa型であり，層間

陽イオンがNa以外の陽イオンにイオン交換した場合には，モンモリロナイトの層間間隔が低下する可

能性がある。例えば炭素鋼試験片を乾燥密度1.8Mg/m3のNa型ベントナイトに挟み込み人工海水に４年

間含水飽和させた時のモンモリロナイトの層間間隔が示されている1)（図2参照）。図中の炭素鋼接触

面近傍では菱鉄鉱とモンモリロナイトのFe型化がXRD（定方位湿度制御，不定方位），SEM，TEMの観察

により確認されており，層間陽イオンの違いによりモンモリロナイトの層間間隔が異なることがわか

る。 

 

図 1 モンモリロナイトのスケルトン構造 
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注）Na型ベントナイトとCa型ベントナイトの格子面間隔の違いを示している。 

図 2 Na型，Ca型ベントナイトと炭素鋼に接したベントナイトの相対湿度と格子面間隔

の関係 

4.1.2 ベントナイトの鉱物構成と評価上の取扱い 

H12レポート2)では，山形県月布産のベントナイトとしてクニゲルV1，クニピアＦ，米国ワイオミン

グ産のMX-80，ドイツババリア産のMontigel，カナダサスカチュワン産のAvonsealの鉱物組成を示して

いる（表1及び表2参照）。MX-80はスウェーデンやスイス，Montigelはドイツ，Avonsealはカナダに

おける緩衝材の基本材料となっている。 

また緩衝材には，経済性，施工性，熱特性の観点からケイ砂などの添加が検討されている。評価上

の取扱いとしては，モンモリロナイトおよび随伴鉱物については化学特性が考慮されて評価されてい

るものの，添加物については現状では材料が特定されていないことから化学的に反応しないものとし

て取扱われている。 

表 1 国内外のベントナイトの鉱物組成2)
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表 1 国内外のベントナイトの特性2)

 
 

4.2 経時変化予測 

処分施設閉鎖後，処分施設内に地下水が浸入し再冠水する。地下水の浸入した緩衝材中のベントナ

イトは膨潤する。その結果ベントナイト鉱物間の間隙を塞ぎ遮水機能を発現する。第１次TRUレポート

3)によれば，処分施設の再冠水時間については最大300年という解析結果が得られている。 

地下水中の溶存イオンと緩衝材中のベントナイト鉱物との反応等により緩衝材は長期的に変質す

ると考えられており，それらの予測モデルについても検討されているが，それらの研究は現在も進行

中である。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

スメクタイトのイライト化については，Kinnekuleベントナイト鉱床4)，中部日本の村上鉱床5)等で

調査されている。Kinnelule鉱床ではベントナイトが 100～150℃で数百万年間存在していたにも係ら

ずイライト化が生じていない。また村上鉱床では海水類似環境下において 160℃から 100℃まで 200

万年間で冷却した過程においてもイライト化は生じていないという報告がある。 

海水類似環境下におけるベントナイトの長期健全性に関しては，北米のWyomingベントナイト鉱床

の形成過程に着目した研究があり，Smellie6)によれば，Wyomingベントナイト鉱床は，鉱床が形成さ

れた白亜紀から現在に至るまでに塩水環境下で存在していたのにも係らずNa型ベントナイトとして存

在していることから廃棄物処分で問題とされる1000年から10万年のオーダでの海水環境下における

ベントナイトの健全性を示す現象の一つであると報告している。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該FEPに付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ 緩衝材間隙水の熱力学的，電気的な性質 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 緩衝材中のベントナイトの変質過程と時間的な変化 
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・ 緩衝材中の添加材の種類とその影響 
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ＢＣ－０２：緩衝材での溶質移動 

 
１．名称 
緩衝材での溶質移動（BC-02） 

 
２．概要 
緩衝材中の溶質には，地下水中にもともと溶存するイオン種の他に充填材や構造躯体からの溶

出イオン，廃棄体から溶解した硫酸塩，硝酸塩などの人工バリアを変質させる可能性があるイオ

ン種，鋼材の腐食の要因となる溶存酸素がある。緩衝材は処分施設によっては施工されない可能

性もある。これらの溶質は主に移流・分散，拡散現象によって移動するものと考えられるが，溶

質が高濃度で存在した場合や発熱性の廃棄物の影響により緩衝材中の間隙水に密度差が生じた場

合には，密度流や熱対流を生じ溶質の移動方向が変化する可能性がある。緩衝材中の溶質は，緩

衝材のイオン交換，収着，二次鉱物の生成および沈殿に影響し，緩衝材の水理特性や収着分配係

数などの物質移動特性に影響する可能性がある。さらに緩衝材中の溶質は，外側のプラグ，グラ

ウト，支保，埋戻材や内側の構造躯体に移動し，それらの部位での変質を促進する可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
緩衝材中の溶質移動は，緩衝材中のモンモリロナイトの層間間隙や，緩衝材構成鉱物間の間隙

内で起きると考えられる。 

緩衝材中の溶質移動には，ドライビングフォースの違いにより， 

・ 地下水流動による移流・分散 

・ 濃度勾配による拡散 

・ 地下水の密度差による密度流 

・ 温度差による熱対流 

の４種類が考えられ，これらは溶質の移行速度に影響する。緩衝材に要求される要件には地下水

浸入量と放射性核種の移動の抑制があり，周辺岩盤よりも十分低透水性の緩衝材が施工される場

合には，緩衝材中での溶質の移動は拡散が主となる可能性がある。一方，有効ベントナイト密度

が小さい緩衝材が施工された場合や，イオン交換やモンモリロナイトの溶解などにより緩衝材が

変質し緩衝材の低透水性が損なわれた場合には，緩衝材中の溶質移動は移流・分散が主となる可

能性がある。 

緩衝材の間隙水には，地下水中にもともと溶存するイオンが存在する。また緩衝材からは，モ

ンモリロナイトに加えて，方解石，石英，長石，玉髄などの随伴鉱物の溶解に伴うイオンが溶出

する。また構造躯体やプラグ，グラウト，支保（吹付けコンクリート，覆工，セグメント）から

は，セメント水和物から溶出したK+，Na+といったアルカリ成分やCa2+に富む高pHとなった地下水

が浸入する。また廃棄体より溶出した硫酸イオンや硝酸イオンなどの特定のイオンが充填材，構

造躯体を通過し緩衝材内に浸入する。これらの溶質が移動する結果，緩衝材間隙水は高pHとなり，

イオン強度が増加する。また緩衝材でのイオン交換の競合，緩衝材の膨潤性の低下から透水係数，

拡散係数が影響を受ける可能性がある。また緩衝材でのモンモリロナイトや随伴鉱物の溶解およ

び二次鉱物の生成／沈殿に影響し，透水係数，拡散係数，収着分配係数に影響する可能性がある。 
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４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動による移流・分散 
移流による溶質の移動は，地下水流動によって間隙中の地下水自体が移動し，その移動に従っ

て溶解している溶質も移動する現象である。地下水流動は上流側と下流側の２点間に全水頭差が

生じた場合に起こる。処分施設内の全水頭分布は，施設周辺の母岩中の地下水流動と処分施設内

の各部位の水理特性によって支配されている。 
また地下水流動は，モンモリロナイト中の層間間隙や緩衝材構成鉱物間の間隙の内部で生じ，

個々の水みちを比較すると移行経路長が異なることによる溶質の到達時間の差や間隙内での希釈

が生じる。分散はこの様な移行経路長の差や間隙内での希釈によって起きる。溶質の分散の度合

いは，分散係数によって表現される。 
またモデルの観点からは，多孔質媒体モデルが用いられることが多く，また次項の拡散を含め，

移流・分散・拡散方程式を支配方程式とした物質移行解析が実施されることが多い。 
 

4.1.2 濃度勾配による拡散 

地下水を構成する水分子や地下水中に溶存するイオン種は熱運動により互いに衝突しており，

地下水中のイオン種は不規則に位置を変えている。この現象はブラウン運動と呼ばれており，拡

散はイオン種の熱運動やブラウン運動に起因する。拡散のドライビングフォースは，イオン種の

濃度勾配である。 

第 1 次TRUレポート1)では，緩衝材が十分な遮水性能を発現した場合には処分施設内は拡散支配

となると考えており，このため拡散現象は施設内の溶質の移行に対して重要である。また移流に

よる溶質の移行は，緩衝材中の比較的径が大きな連続する間隙で起きるのに対し，拡散は緩衝材

中の全ての空隙において起きる。モデル化の観点からは，前項の移流・分散を合わせて，移流・

分散・拡散方程式を支配方程式とした物質移行解析が実施されることが多く，拡散の度合いは拡

散係数によって表現されている。 

 
4.1.3 地下水の密度差による密度流 

密度流は重力流と呼ばれており，流体の密度差がドライビングフォースとなり地下水流動が生

じる現象である。密度流を扱った問題としては，例えば沿岸地域に見られる塩水くさびの問題が

ある。地下水流動系には，陸地から海洋に向かう降水系地下水と海洋から陸地内に侵入した海洋

系地下水が存在し，それぞれが全く別の地下水流動系を形成している場合も考えられる。このた

め，処分施設が沿岸地域に設置された場合には密度流が問題となる可能性がある。 
また密度流は，塩水／淡水境界の問題に限らず間隙水中の塩濃度が大きい場合にも生じる可能

性がある。しかし緩衝材に限れば溶質の移行距離も短く，また密度流を生じることにより溶質と

緩衝材などの処分施設内の各部位との反応が変わるわけではないことから移動方向および地下水

流速の変化以外には密度流に特化した現象は見当たらない。 
密度流に関する試験研究は，主に沿岸地域の塩水汚染問題を扱ったものが多く1)，また母岩を

対象としており，処分施設内を対象とした密度流の検討は見当たらない。 
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4.1.4 温度差による対流 

対流は，温度により生じた流体の密度差により地下水流動が生じる現象である。 

TRU廃棄物の中には放射性核種の崩壊により発熱する廃棄物があり，崩壊熱は熱伝導によって伝

播する。このため廃棄体を高温域とした温度勾配を生じ対流を生じる可能性がある。第 1 次TRU

レポート1)では，施設周辺の温度変化を確認するために実施した熱解析の結果によれば母岩が堆

積岩，結晶質岩であった場合とも処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎え，その後は序々に温度

が低下する結果が得られている。このため例え対流を生じたとしても，処分施設閉鎖後の初期に

限られると考えられる。 
 
4.2 経時変化予測 

処分施設閉鎖後，処分施設は周辺の母岩から地下水の浸入を受け再冠水する。処分施設の再冠

水中より施設周辺の母岩中の地下水に溶存していたイオン種が処分施設内へ移行し，また緩衝材

や構造躯体，充填材では溶出成分が溶解を開始する。また処分施設内に浸入した地下水は，最終

的に廃棄体にも浸入し，廃棄体中の硝酸塩，硫酸塩等の人工バリアを変質させる可能性がある塩

が溶出し，これらは充填材，構造躯体を通過して緩衝材中へ移行する。処分施設が再冠水するま

での期間については第 1 次TRUレポート1)では 300 年の記載がある。処分施設の再冠水後，処分施

設周辺の地下水流動場は定常に近づくが，地下水中にもともと溶存するイオン種，充填材，緩衝

材，構造躯体からの溶出イオン種，また廃棄体からの硫酸塩，硝酸塩等の浸出イオン種の移行は

継続的に起きる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ 低動水勾配下の移流による溶質移動 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

緩衝材に対しては，層間の陽イオン交換による膨潤性の低下から透水係数および拡散係数が影

響を受ける可能性がある。また，緩衝材でのモンモリロナイトや随伴鉱物の溶解および二次鉱物

の生成／沈殿に伴って，透水係数，拡散係数，収着分配係数に影響する可能性がある。 
 
＜参考文献＞

 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＢＣ－０３：緩衝材と地下水の反応 
 
１．名称 
緩衝材と地下水の反応（BC-03） 

 
２．概要 
当該 FEP は緩衝材と地下水との接触によって起きる反応と緩衝材間隙水の変化を対象とする。

緩衝材に含まれるベントナイトにはモンモリロナイトの他に方解石や黄鉄鉱などの随伴鉱物や硫

酸塩などの可溶性不純物が含まれており，方解石の溶解平衡，黄鉄鉱の酸化還元反応，および可

溶性不純物の溶解により緩衝材中の間隙水の pH，イオン強度，間隙水組成が影響を受ける可能性

がある。緩衝材間隙水のイオン強度の増加は緩衝材の膨潤性を低下させ緩衝材の透水係数や拡散

係数を増加させる可能性がある。また pH，間隙水組成の変化は，長期的に緩衝材の変質を左右す

る可能性があり，間隙水中の溶存イオンや放射性核種の沈殿，溶解反応や収着分配係数に影響す

る可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構 
緩衝材中の間隙水は，緩衝材周辺のプラグ，支保，埋戻材もしくは構造躯体から流入する。特

にTRU廃棄物処分施設には，充填材や構造躯体などに多量のセメント系材料が使用されることが想

定されている。それらセメント系材料からの浸出液はポルトランダイトなどのセメント水和物の

溶解に伴いCa2+により長期間支配され，かつ間隙水は高pHとなる。緩衝材中の間隙水は，モンモ

リロナイトのイオン交換反応，モンモリロナイトの結晶端における酸・塩基反応，モンモリロナ

イトと随伴鉱物の溶解，二次鉱物の沈殿により間隙水のpH，イオン強度，組成が変化する可能性

がある。 

モンモリロナイトのイオン交換反応では，層間陽イオンであるNa+を放出する換わりに間隙水中

のCa2+を消費する。またモンモリロナイトの結晶端における酸・塩基反応では，モンモリロナイ

ト表面の水酸基が間隙水とH+のやりとりをすることにより間隙水のpHを変化させる可能性がある。

またモンモリロナイトに関しては，特にTRU処分施設の場合の様に間隙水がpH11 以上の高pHに保

たれる場合には変質や溶解，あるいは顕著なカルシウム塩類などの沈殿を生じ，その結果間隙水

組成が変化する可能性がある。また緩衝材中の間隙水に影響がある随伴鉱物としては方解石，玉

髄，黄鉄鉱が挙げられ，これらの反応により間隙水組成やpHを変化させる可能性がある。また特

に黄鉄鉱の酸化還元反応に関しては，間隙水中の溶存酸素を消費することにより間隙水の酸化還

元電位を低下させる。 

また間隙水中のイオン強度が増加した場合，モンモリロナイトの層間距離が縮まることにより

膨潤性が低下する可能性があり，緩衝材の膨潤性の低下は緩衝材の透水係数，拡散係数を増加さ

せる可能性がある。また間隙水中のイオン強度の増加は，緩衝材の収着分配係数を低下させる可

能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
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圧密ベントナイト中の間隙水は，低酸素濃度条件下においては固相／液相比が高くなるに従い

pHが低下することが室内試験により確認されている1, )2 。またpH11 程度の低アルカリ性セメント

浸出液で飽和させたベントナイトの間隙水のpHを測定した結果においてもpHの低下が確認されて

いる3, )4 。 

緩衝材と地下水の反応には，緩衝材の構成鉱物であるモンモリロナイト，玉髄，方解石，黄鉄

鉱などの随伴鉱物が寄与する。ベントナイトと間隙水間の化学的緩衝性を支配する主な化学反応

としては以下の反応が主要なものであると考えられる。 

・ モンモリロナイト鉱物の層間イオン交換反応 

・ モンモリロナイト鉱物及び随伴鉱物の溶解／沈殿反応 

・ モンモリロナイト鉱物の結晶端における酸・塩基反応 

・ 硫酸塩などの可溶性塩の溶解 

ただしベントナイト中の可溶性塩の溶解に関しては，H12 レポートではオーバーパックが破損

する処分後 1000 年以降を対象としており，溶解したイオンはオーバーパックの破損時期までに拡

散により逸脱するとしており，間隙水組成の評価からは除外されている5)。 
 

4.1.1 モンモリロナイト鉱物の層間イオン交換反応 

Ca2+ + 2[Na型モンモリロナイト] = [Ca型モンモリロナイト] + 2Na+

一般にNa 型ベントナイト中のモンモリロナイトのイオン交換サイトには，主にNa+と，幾分か

のCa2+が吸着されており，これらは，接触する溶液中の陽イオン濃度と交換される。セメント影

響を受けた地下水が緩衝材中に浸入すると考えられるＴＲＵ廃棄物処分システムにおいて有意な

影響を与え得るのは，上式で示されているNa+からCa2+へのイオン交換であると思われる。この反

応は，溶液中の陽イオン濃度を変化させ，鉱物の溶解／沈殿にも影響を及ぼす。たとえば，溶液

からのCa+2の取り込みはベントナイト中の方解石の溶解を促進し，結果として溶液のpH を上昇さ

せる。 
 

4.1.2 モンモリロナイト鉱物及び随伴鉱物の溶解／沈殿反応 

H12 レポート5)では，緩衝材中の化学環境を決定する主要反応とはならず，モンモリロナイト鉱

物の溶解／沈殿反応は影響が小さいとして考慮されていない。しかし，ＴＲＵ廃棄物処分施設の

場合，支保や構造物に用いられるセメント系材料によりもたらされる，高アルカリ間隙水との反

応が生じると考えられる。 

また，主な随伴鉱物の溶解反応としては以下のものがある。 

(1) 方解石の溶解 
CaCO3（方解石）+ H2O = Ca

2+ +HCO3
- +OH-

方解石はベントナイトに含まれている不純物であり，間隙水と上式にしたがって化学反応を

起こし，結果としてpHを上昇させる。また，上述したように，この反応で生成されたCa2+はモ

ンモリロナイトのイオン交換反応に消費される。 

(2) 玉髄の溶解 
SiO2(玉髄) + 2H2O = H3SiO4

- + H+

SiO2(玉髄) + 2H2O = H2SiO4
2- + 2H+
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玉髄はベントナイトに含まれている不純物であり，接触する間隙水の pH に応じて間隙水と上

式にしたがって化学反応を起こし，結果として pH を低下させる。 

(3) 黄鉄鉱の酸化還元反応 
緩衝材中に含まれる黄鉄鉱は，還元性環境下においては安定である。しかし坑道の掘削によ

り地下水中に酸素が供給され，地下水環境が酸化性になると， 

FeS2（黄鉄鉱）+ 15/4O2(aq) + 1/2H2O → Fe3+ + 2SO4
2- + H+

の酸化溶解反応を生じ，H+を生じることによりpHが低下することが確認されている6)。上記の

反応は溶存酸素が消費されるまで続き，地下水環境は還元性環境下に戻る。 

また緩衝材中の間隙水は充填材や構造躯体等のアルカリ成分の溶出により高アルカリ環境と

なり，アナルサイムやフィリップサイト等のゼオライト型鉱物の沈殿や構造躯体との境界面に

近い緩衝材中では C-S-H や C-S-A-H 等のセメント鉱物の沈殿も考えられる。 
 

4.1.3 モンモリロナイト鉱物の結晶端における酸・塩基反応 

Surf_sOH ＝ Surf_sO-＋ H+

Surf_sOH ＋ H+ ＝ Surf_sOH 2
+

ここで，Surf_sOH : 表面サイト，H+: 水素イオン 

モンモリロナイト結晶端の酸塩基解離反応は，等電荷点より高いpH条件では，pHを低下させる

傾向を示す。これらの反応を考慮することで，低酸素条件下でのベントナイト－水反応における

pHの固液比依存性の傾向を説明することが可能である2)。 

 

4.1.4 緩衝材間隙水のモデル化 

H12 レポート5)では，上記に示した緩衝材と地下水との反応に基づき緩衝材中の間隙水組成に関

して以下に示す間隙水化学モデルが検討されている。 

実験的・モデリング研究を基盤とし，緩衝材中の地下水化学を規定する各反応との熱力学的な

平衡を扱った間隙水化学モデルを次のように考えている。なお，モデルには一般の溶液化学（溶

存化学種の活量補正は Davies の式に従うものとする）が適用されている。 

陽イオン交換反応について，国産ベントナイト製品であるクニゲルV1 を精製したモンモリロナ

イトへの陽イオン吸着実験を行い，固相の陽イオン交換組成を当量分率で扱ったGaines and 

Thomas7)の定義に従って陽イオン交換選択係数の選定がなされている。イオン交換の化学反応式

およびGaines & Thomasの陽イオン交換選択係数は次式で表される。 

 

（化学反応式） 

n ZNa+ Mn+ ⇔ Zn M + n Na+

 ここで Ｚ-：スメクタイトの層電荷 

  Mn+：地下水中の陽イオン 

（Gaines & Thomas 選択定数） 

( ){ }
( ) { }+

+

=
nn

n
n

T&G
MZNa

NaMZ
Ｋ  
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 ここで （ZnM）：固相中のMn+の陽イオン交換容量に対する当量分率[-] 

  ｛Mn+｝：溶液中Mn+の活量[mol kg-3] 

 

モンモリロナイト鉱物結晶端における酸・塩基反応については，クニゲルV1 を精製したモンモ

リロナイトへの滴定実験結果より，The Generalized Two Layer Model8)の定義に従って酸解離定

数を導出しており，酸・塩基反応の化学反応式および酸・塩基乖離定数は次式で示される。 

 

（化学反応式） 

Surf_sOH = Surf_sO- + H+

Surf_sOH + H+ = Surf_sOH2
+

 

（酸・塩基解離定数） 

( )
( ){ }

( )

( )
( )

( ){ } ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

+

+

+

+−

−

RT
FΨexp

HSurf_sOH
Surf_sOH

Ｋ

RT
FΨexp

Surf_sOH
HSurf_sO

Ｋ

2

 

ここで， 

 （表面化学種）：表面化学種の濃度（mol/kg） 

 ｛H+｝：平衡液中H+の活量（mol/kg） 

Ψ：表面電位（V） 

F：ファラデー定数（C/mol） 

R：気体定数（Jmol/K） 

T：温度（K） 

 

また，平衡鉱物の仮定には，クニゲル V1 の構成鉱物である方解石，玉髄および黄鉄鉱が考慮し

ており，腐食生成物としては，低酸素濃度条件で熱力学的に安定とされる磁鉄鉱を考慮している。

H12 レポートにおける緩衝材間隙水組成の計算条件を表１に，設定された間隙水組成を表２に示

す。 

間隙水化学モデルの妥当性については，ベントナイト・水反応実験データをもって検証されて

おり，実験条件として，降水系地下水，海水系地下水，セメント系地下水の組成を模擬し，また，

懸濁状態から圧密状態までの広い固相濃度条件が設定されている。実験結果は固相濃度依存性，

溶液組成依存性を示しており，ベントナイト中の可溶性不純物の溶解反応を加味した間隙水化学

モデルによって解釈することができ，モデルの妥当性が評価されている。 

 Ｂ緩衝材-65



 

表 1 H-12 レポートにおける緩衝材間隙水組成の計算条件 

 

緩衝材仕様 

Na 型ベントナイト 70wt%－ケイ砂 30wt% 

乾燥密度 1.6Mg/m3

（ベントナイト／間隙水=2.78×10-3g/L） 

平衡鉱物 方解石，玉髄，黄鉄鉱，腐食生成物（磁鉄鉱） 

ベントナイトのスメクタイト 

含有量 
スメクタイト 48wt% 

陽イオン交換容量 60.1meq/100g 

初期の交換性陽イオン組成 ZNa     51.4meq/100g 

                         Z2Ca     7.4meq/100g 

                         ZK       0.6meq/100g 

                         Z2Mg     0.7meq/100g 
イオン交換反応 

イオン交換反応選択係数（log KG&T） 

            2ZNa-Z2Ca  0.69 

             Z2Ca    0.42 

            2ZNa-Z2Mg  0.67 

             ZNa-ZH   1.88 

酸・塩基反応 

表面サイト酸・塩基解離定数： 

         logK(-) = -7.92, logK(+)=5.67 

表面サイト密度：6.5×10-5 mol/g＊

表面サイト有効比表面積：29 m2/g＊

（*：スメクタイト単位重量当たり） 
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表 2 H-12 レポート（レファレンスケース）で設定された緩衝材間隙水の組成 

 
 

4.2 経時変化予測 

H12 レポート5)では緩衝材中の間隙水組成についてオーバーパックが破損すると想定される処

分後 1000 年以降を対象として評価されている。埋め戻し後のある程度の期間は，緩衝材中や周辺

岩盤に空気が付着・残存すると考えられる。空気はベントナイト冠水中に，水への吸収，黄鉄鉱

の酸化反応により消費され，飽和後は溶存酸素や二酸化炭素が緩衝材構成鉱物や二次鉱物の酸化

還元反応や溶解沈澱反応に寄与すると考えられる。しかしながら，これら反応は長期間にわたっ

ては寄与しないと設定されている。緩衝材中の間隙水組成の長期的な変化に関しては，間隙水を

バッチ式操作で新しい地下水と入れ換えるモデルを用いた評価が実施され，間隙水交換回数の増

加に伴い間隙水のpHが上昇し，最大で 10 程度まで変動する結果となったことを報告している。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

高圧密なベントナイト中の間隙水に関する事例は見当たらない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP の概念的不確実性 
圧縮ベントナイトのような微細な空隙構造を持つ媒体中の水は，一般の溶液のような自由な水

とは異なるという報告もある9)。このため，先に示した間隙水化学モデルにおいて間隙水の化学

計算を一般溶液として取り扱っていることに対する不確実性が存在する。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

間隙水化学モデルにおける熱力学的平衡計算に用いる熱力学データ，酸化還元反応の仮定，ス
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メクタイト表面特性値などについて不確実性が存在する。 
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ＢＣ－０４：緩衝材の化学的変質 
 
１．名称 
緩衝材の化学的変質（BC-04） 

 
２．概要 
当該 FEP は，緩衝材と地下水の接触による緩衝材の変質とその影響に関する事項である。緩衝

材は，短期的には間隙水中の陽イオンとのイオン交換反応，長期的には緩衝材中に含まれるモン

モリロナイト，随伴鉱物などの緩衝材構成鉱物の溶解および二次鉱物の生成により変質する可能

性がある。緩衝材の性能を劣化させるイオン種は，緩衝材より内側の構造躯体での溶質移動，お

よび緩衝材の外側の埋戻材もしくはプラグや支保での溶質移動により供給される。 

緩衝材が変質した場合，緩衝材の物理的特徴である膨潤性が損なわれ，その結果緩衝材の水理

特性が影響を受ける可能性がある。また緩衝材が変質することにより緩衝材中の吸着サイトの表

面状態が変化することにより，廃棄体からの放射性物質や人工バリア中のセメント系材料からの

溶出イオンなどの緩衝材での収着分配係数に影響する可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
緩衝材にはベントナイトなどの粘土鉱物にケイ砂などの添加物を加えた材料が候補材料として

検討されている。添加材については現時点では材料が特定されていないが反応性に乏しい材料が

選択されると考えられる。 

緩衝材間隙水中のイオンとの反応による緩衝材の変質に関しては，以下の変質が考えられる。 

① モンモリロナイトのイオン交換反応 

② 緩衝材構成鉱物の溶解／沈殿反応 

・ モンモリロナイトの溶解／沈殿反応 

 モンモリロナイトの溶解／ゼオライト化 

 イライト化 

 擬クロライト化 

 C-S-H 化 

 ハイデライト化／シリカセメンテーション 

・ 随伴鉱物の溶解／沈殿反応 

 方解石の溶解／沈殿 

 石英，玉髄，長石の溶解／沈殿 

 黄鉄鉱の酸化 

 硫酸カルシウムの溶解 

これらの反応のうち，モンモリロナイトのイオン交換反応，モンモリロナイトのゼオライト化，

C-S-H 化，モンモリロナイト，随伴鉱物の溶解／沈殿反応については処分環境下において起きる

可能性があるものと考えられており，逆にイライト化や擬クロライト化，シリカセメンテーショ

ンについては反応が起きないという知見が現時点では多い。これらの反応によりモンモリロナイ

トの膨潤性の低下により緩衝材の透水係数が増加し，その結果として処分施設内への地下水流入
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量の増加，および処分施設内の地下水流速の増加が考えられる。処分施設内への地下水流入量の

増加は，廃棄体での放射性物質の溶出量を増加させる可能性がある。また地下水流速の増加は，

廃棄体から溶出した放射性物質の移行を早めるとともに，人工バリアに影響があるイオンの移行

を早め，人工バリアの劣化を早める可能性がある。更に緩衝材構成鉱物が変化して緩衝材中の吸

着サイトの表面状態が変化することにより，間隙水中の放射性物質や人工バリアに影響があるイ

オンの移行に影響する可能性がある。一方，セメント系材料，廃棄体からの浸出イオンが高濃度

に供給される場合には，炭酸カルシウム，珪酸カルシウムなどの塩，鉱物が沈殿することによっ

て間隙率の低下が生じ，緩衝材の水理特性，物質移行特性に影響する可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 モンモリロナイトの変質 
(1) イオン交換 

ベントナイトの主成分であるモンモリロナイトは層電荷が 0.2～0.6/010(OH)2の範囲にある

２：１層構造の珪酸塩鉱物の総称であり，Si-O四面体が六角網状に連結した四面体シート２つ

とAl-O又はMg-O八面体シート１つが層状に重なった構造をもつ（図 1 参照）。モンモリロナイト

の層間には，水和した層間陽イオンと水分子が存し，この層間陽イオンは，地下水中の陽イオ

ンと容易にイオン交換する。 

TRU廃棄物の処分施設には，充填材，構造躯体及びセメント系材料を使用したプラグ，グラウ

ト，支保が存在するため，処分施設内の地下水は長期間にわたって高pHとなりCaが支配的とな

ると考えられている1)。TRU廃棄物の処分施設には，膨潤性に優れたNa型ベントナイトの使用が

検討されているが，この様なCa2+が支配的な間隙水下ではモンモリロナイトの層間陽イオンが

Caにイオン交換する（Ca型化する）ことにより，Ca型ベントナイトとなる。Na型ベントナイト

とCa型ベントナイトでは，モンモリロナイトの層間距離が異なり，Ca型ベントナイトの方が狭

いため，結果としてベントナイト鉱物同士の間隙が広がり透水係数，拡散係数の増加が考えら

れるが，有効ベントナイト密度が高い圧縮ベントナイトの場合には，透水係数や拡散係数への

影響が小さいことが確認されている。またCa型化以外のイオン交換反応については，ドラム缶，

廃棄体パッケージ，鉄筋等から供給されるFeイオンによるFe型化が考えられるが，イオン交換

だけであればモンモリロナイト特有の性質（膨潤性，核種の収着性）を有していることから，

Ca型化と同程度の影響であると考えられている2)。また実際に炭素鋼試験片と４年間接触させ

たベントナイトの接触面においてFe型化が確認されたモンモリロナイトの層間距離をＸ線回折

により確認した結果では，Fe型化したモンモリロナイトの層間距離はCa型化したモンモリロナ

イトと同程度であったことが確認されている（図 2）9)。 
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図 1 モンモリロナイトのスケルトン構造3) 

 

 

図 2 鉄試験片との接触面試料の相対湿度制御下での底面間隔の変化 

(2) モンモリロナイトの溶解 

モンモリロナイトの溶解に関してはpHおよび温度依存性が認められており，pH11 で 100℃以

下の条件ではモンモリロナイトの溶解速度は遅く，２年間実施された変質試験においても二次

鉱物の生成は認められていない。このことは粘土鉱物の安定限界をpH11 とするBradbury and 

Baeyens4)の見解を支持している。TRU処分施設の場合，セメント系材料からの溶出成分により

pH11 以上の高pHとなることが考えられ，高pH環境下ではモンモリロナイトの溶解が促進する可

能性があり，高pHかつSi濃度が高い条件下では，Si濃度の増加とともにモンモリロナイトの溶

解速度が増加したことが報告されている5)。 

モンモリロナイトの溶解は，地下水中のイオン種と反応して，例えばC-S-H化，ゼオライト化，

また方解石の沈殿といった反応を同時に生じることもある。固液比 1/100～1/1000 でベントナ

イト粉体とアルカリ溶液とを混合した系において実施されたバッチ試験ではゼオライトの一種

であるアナルサイムなどの二次鉱物の生成が文献調査の結果として記載されている6)。また実
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際にNa型ベントナイトをNaOH溶液，Ca(OH)2溶液に浸漬させた試験では，溶解度のpH依存性，温

度依存性が確認されている。またNaOH溶液ではゼオライトの一種が確認されており，Ca(OH)2

溶液では僅かに炭酸カルシウムの生成が確認されている。 

(3) イライト化 

モンモリロナイトのイライト化は天然の熱水変質作用の結果として広く認められる現象であ

る。SR977)によれば，イライト化は次の化学反応式で表現されている。 

モンモリロナイト + K+ ⇒ イライト + Si4+ + Ca2+/Na+

モンモリロナイトのイライト化は，Pusch8)のMX-80 を高温で高Na濃度における緩衝材の透水

係数への影響を調べた試験結果においては，２オーダの増加が確認されている。ただしPursch

の試験は，第 1 次TRUレポート1)で検討されている施設設計の温度上限値よりも高温であり，地

下水中のNa濃度も塩水よりも高い濃度である。 

H12 年レポート2)によれば，Kinneluleベントナイト鉱床でのナチュラルアナログ研究におい

てベントナイトが 100℃～150℃の温度に数百万年間曝されていたにも関わらずイライト化が

確認されていない事実やカリウムの供給量の限界を理由にイライト化は妨げられる可能性を示

している。 

(4) 擬クロライト化 

廃棄体パッケージや鉄筋の腐食により生成する鉄水酸化物や，他の鉱物変質にともなって生

じる Al 水酸化物などがモンモリロナイトの層間に入ることにより，モンモリロナイトの２：１

層の骨格は変化しないものの，クロライト類似の鉱物（14Å非膨張層）が生成することにより

モンモリロナイトが非膨張性のフィロ珪酸塩鉱物に変化する。この変化は緩衝材の膨潤性能に

影響があり，水理特性や物質移行特性に影響する。 

しかしベントナイト鉱山の鉄製支保と接触していたベントナイトを調査した結果では，鉄と

の反応によるモンモリロナイトの変化は認められていない2)。また炭素鋼試験片を圧縮ベント

ナイトに挟み込み，人工海水に含水飽和させ４年間静置した資料を調査した結果では，接触面

近傍から約 0.1mmの厚さで変色が見られ，その部分を調査した結果では接触面でわずかに菱鉄

鉱が見られた他は，Fe型化が認められただけであったことが報告されており9)，現時点ではモ

ンモリロナイトの擬クロライト化が必ず起こり，緩衝材に有意な影響を与えた事例は報告され

ていない。 

(5) ゼオライト化 

ゼオライトは，Na，Ca等の含水アルミノ珪酸塩鉱物で３次元に広がる中空構造を有し，火山

岩の熱水反応等により生じる。ゼオライトは，アルカリ性において安定な鉱物であり，pH9 以

上のアルカリ領域での粘土の溶解によっても形成される。pH9 以上ではシリカとアルミナの溶

解度は上昇し，ゼオライト化は促進される。モンモリロナイトからは 1.5～2.5 のSi/Al比をも

つアナルサイム，フィリップサイト及びナトロナイトなどの低シリカのゼオライトが形成され，

室内試験によりアナルサイムの生成が確認されている10)， )11 。 

(6) C-S-H 化 

C-S-H は，カルシウムとケイ素よりなる水和物であり，セメントの主要水和生成物の一つと

しても存在する。この水和物の組成と分類は研究者により異なっており，100℃以下で生成する

ものは不安定な低結晶相であり，TRU 処分施設の施設設計上の温度上限値は 80℃であるので，
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低結晶相の C-S-H がベントナイトの変質鉱物として生成すると考えられる。 

低結晶相のC-S-HとしてC-S-H(Ⅰ)及びC-S-H(Ⅱ)が存在し，前者はCaO/SiO2モル比が0.8～1.5，

後者は 1.5～2.0 である。 

(7) ハイデライト化／シリカセメンテーション 

ハイデライト化はモンモリロナイトの層構造からシリカが除かれ，変わりにアルミニウムに

よって置換されることによって起きる。また除かれたシリカはベントナイト粒子に沈着する。

この現象はシリカセメンテーションと呼ばれている。 
 

4.1.2 随伴鉱物の溶解／沈殿 

(1) 方解石の溶解 

高 Ca 濃度条件下では，ベントナイトはイオン交換により Ca 型化する。その反応式は次式で

表される。 

2XNa + Ca2+ ⇔ X2Ca + 2Na+

しかし，この反応は方解石の沈殿反応と競合する。 

Ca2+ + HCO3- ⇔ 方解石 + H+

地下水の炭酸塩濃度が十分低い場合，方解石の沈殿反応はCa型化の反応に勝てず，方解石は

溶解する可能性が大きい。その場合，H+の消費によりpHが増加する。緩衝材中の地下水流速は

遅いため，反応はほぼ平衡状態にある7)。 

(2) パイライトの酸化 

ベントナイト中に含まれるパイライト（黄鉄鉱）は，地下水中の溶存酸素により次式の反応

式に従って酸化される。 

2 パイライト + 7.5 O2 (aq) + 7 H2O ⇔ 2 Fe(OH)3 + 4SO4
2- + 8H+

黄鉄鉱の酸化はH+を放出するためpHの低下を招くが，方解石の溶解によってpHの低下は緩衝

される。緩衝材中のパイライトが十分あれば，処分場閉鎖後に残存していた酸素が全て消費さ

れる7)。 

(3) 硫酸カルシウムの溶解 

硫酸カルシウム（ジプサム及びアンハイドライト）及び方解石は，高温下では低温下よりも

溶解度が小さい。構造躯体が高温の初期段階では，緩衝材の低温部で溶解したものが構造躯体

表面で再沈殿する可能性がある7)。 

(4) 石英，玉髄，長石の溶解／再沈殿 

ベントナイトの随伴鉱物の大部分を占める石英，長石は，処分環境下で通常安定であるが，

温度の上昇により溶解度が増加する。構造躯体近くではシリカが溶解し，拡散によって緩衝材

の外側の低温部に移行し再沈殿する可能性がある。スウェーデンのStripa鉱山におけるBuffer 

Mass Testでは，緩衝材中のシリカ分の明瞭な分布は測定されなかったとの報告がある7)。 

 
4.2 経時変化予測 

第 1 次TRUレポートによれば，ベントナイトのCa型化は堆積岩系岩盤の場合で約 1000 年程度，

結晶質岩系岩盤ケースで約 3000 年程度においてベントナイトのほほ全量がカルシウム化するこ

とを示している1)。またC-S-H化やゼオライト化が進む高アルカリ環境（pH>11）の継続期間は，
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結晶質岩系では 1～2×105年，堆積岩系では 104年程度となることを示している。長期的には，モ

ンモリロナイトの溶解と地下水やセメント系材料との相互作用による沈殿反応が継続的に起きる

と考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

モンモリロナイトのイライト化については，Kinnekuleベントナイト鉱床12)，中部日本の村上

鉱床13)などで調査されている。Kinnekuleベントナイト鉱床ではベントナイトが 100～150℃で数

百年間存在していたにも係らず有意なイライト化の影響は確認されていない。また村上鉱床では

海水類似環境下において160℃から100℃まで200万年間で冷却した過程においても有意なイライ

ト化の影響は確認されていない。これらのナチュラルアナログ研究結果は，モンモリロナイトの

イライト化を生じないという根拠となっており，要因としてイライト化に必要とされるK＋の不足

と処分施設で想定される温度がイライト化を生じる温度よりも低いことが挙げられている2)。 

またアルカリ環境下におけるイライト化の研究としては，例えば新潟県西頚城地域の貫入岩体

周辺の調査14)があり，モンモリロナイトからイライトの割合が 75%のイライト／モンモリロナイ

ト混合層鉱物への変化が確認され，270℃から 15℃まで冷却するのに約 75 万年を要したこと，反

応の活性化エネルギーとして約 103kJ/molの値をもつことがわかっている。 

モンモリロナイトのFe型化に関しては，鉄製支保と接触していたベントナイト鉱床の研究にお

いて，実際にモンモリロナイトのFe型化が認められている9)。 

またモンモリロナイトのゼオライト化については，ヨルダンのマカリンにおけるナチュラルア

ナログ研究において，X線回折による同定が行われている15)。 

ベントナイトの長期健全性に関してのナチュラルアナログ研究として，北米のWyomingベントナ

イト鉱床の形成過程に関連して報告している研究16)がある。Wyomingベントナイト鉱床が，形成

された白亜紀から現在に至るまでに塩水環境下で存在していたのにも係らずNa型ベントナイトと

して存在していることに着目しており，廃棄物処分で問題とされる 1000 年から 10 万年のオーダ

での海水環境下におけるベントナイトの健全性を示す現象の一つであると報告している。 

コンクリートと接触したベントナイトのナチュラルアナログ研究からは，30 年経過時点では，

ベントナイトのゼオライト化やイライト化は観察されなかったが，コンクリートから浸出したCa

イオンによる接触部近傍数mmの範囲にNaベントナイトのCa型化の兆候が認められた17)。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ ベントナイトの変質の速度と長期的な健全性 
・ ベントナイトの溶解及び二次鉱物の生成の現象が起きる条件 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 

・ Ca 型化以外のイオン変換における緩衝材の水理，物質移行特性への影響 

・ 間隙水化学モデルにおける熱力学データ，酸化還元反応の過程，モンモリロナイトの表面
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特性値。 
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ＢＣ－０５：緩衝材での有機物影響 
 
１．名称 
緩衝材での有機物影響（BC-05） 

 
２．概要 
処分環境においては，廃棄体中に含まれる有機物や人工バリア材の施工において用いられる有

機物，緩衝材や地下水中に存在する天然有機物などの有機物が存在する。緩衝材領域に存在する

有機物と放射性核種が錯体を生成することにより放射性核種の存在形態が変化し，溶解度及び収

着性の変化が生じる可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
緩衝材領域中に存在する有機物としては，緩衝材や地下水中に存在する天然有機物の可能性や

廃棄体中に含まれる有機物が人工バリア内を移行することが推測される。特に，廃棄体として含

まれているセルロースの分解生成物であるイソサッカリン酸（ISA）は，核種移行評価上重要な有

機物として考えられている。 

有機物が存在することによる緩衝材領域での影響としては，有機物が放射性核種と相互作用す

ることにより溶解度や収着挙動などに影響を与える可能性がある。固相として存在する不溶性の

有機物は核種を収着する媒体として核種の移行を遅延する可能性がある1)。一方，有機物が核種

と錯体を生成することにより溶解度の上昇や核種の収着の低減により移行を促進する可能性もあ

る。有機物がコロイドとして振舞う可能性もあるが，コロイドとして存在する有機物は，緩衝材

のろ過効果により移行挙動が抑制されると推測される。また，有機物に起因するガス発生により

中性化などセメント系材料の変質が生じたり，核種移行等に影響を与える可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 人工バリア材中に存在する主な有機物 
緩衝材として用いられるベントナイト製品中の有機炭素量を測定した結果では，有機炭素量は

0.31～0.34wt%である2)。また，圧縮ベントナイト中を通過できるベントナイト起源の可溶性有機

炭素の定量が行われている3)。この研究によると，圧密ベントナイトの間隙径に近い分画分子量

10,000 の限外濾過を行ったベントナイト浸漬液中に 3～4ppmの有機炭素が認められた。この液中

に浸出した有機物量はベントナイトに含有される有機物の約 1wt.%に相当すると報告されている。

しかしながら，有機物濃度の固液比依存データが存在しないため，圧縮ベントナイト間隙水中で

の有機物濃度は明らかではない。 

廃棄体中に含有される主な有機物としては，アスファルト，ビチューメン，セルロース，パッ

キン類(フッ素ゴム，エピクロロヒドリンゴム等)があり，これらの分解生成物等が人工バリア内

を移行することが推測される。特に，廃棄体に紙，布等として含まれているセルロースの分解生

成物であるイソサッカリン酸（ISA）は，核種移行評価上重要な有機物として考えられている。 

人工バリア材料として用いられるセメント系材料は，減水しつつ可塑性や流動性を高めて作業

性を向上させるため，一般に化学混和剤(有機物を含むものがある)が多く用いられる。界面活性
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剤としての機能を有しているものもあり，放射性核種と錯生成して核種移行に影響を与える可能

性がある。 

地下水中に存在する有機物としては，フミン酸やフルボ酸が挙げられる。堆積岩および花崗岩

中の地下水からフミン酸及びフルボ酸を分離した結果，地下水中に含まれる有機物の濃度は 0.1

～8mgC/lであることが報告13)されている。 
 

4.1.2 有機物による核種の移行挙動に関する影響 

(1) 緩衝材によるろ過効果 

緩衝材によるろ過効果に関する研究として，圧縮ベントナイトに対する有機物の透過試験4)

がなされており，分子量の比較的大きな有機物は透過できないことが実験により確認されてい

る。このことから，圧縮ベントナイトにおいては，有機物が放射性核種と錯体を生成した場合

や有機物起源による擬似コロイドを生成した場合など，緩衝材によるろ過効果により人工バリ

ア外部への核種の移行を抑制する可能性がある。また，緩衝材によるろ過効果により，人工バ

リア内部への有機物の侵入を阻止する可能性もある。 

(2) 核種への直接的影響 

a. 収着 

有機物が核種の収着に与える影響に関しては，有機物を共存させたバッチ収着試験が行わ

れており5， )6 ，一般に溶液中の有機物濃度がある程度高くなると有機物濃度の上昇にともな

い分配係数が低下する傾向が認められている。また，カラムを用いた放射性元素の移行試験

においても有機物の存在により移行が促進されるとの報告7)がある。しかしながら，有機物

の収着・移行に与える影響は，有機物濃度および有機物の起源や有機物の特性により大きく

異なることに留意する必要がある。 

b. 溶解度 

Pu，U，Am，Tcを対象核種とし，減水剤の濃度をパラメータとして，減水剤を混合したセメ

ント系材料の浸出液を用いて溶解度への影響を確認した研究8)が行われている。この研究か

ら，減水剤の濃度が高くなるにともない，各核種の溶解度が上昇することが示されている。

ただし，Tcについては，他の核種と比較すると溶解度への影響は小さい。 

ベントナイト起源の可溶性有機物共存下でのサマリウムの溶解度試験においては，有機物

の顕著な影響は認められなかった4)。 

c. コロイド 

有機物がコロイドとして振舞う可能性があるが，地下水中をコロイドとして挙動する有機

物は少ないことが報告9)されている。 

d. ガス発生 

第 1 次TRUレポート10)では，微生物が廃棄体中の有機物を分解することにより二酸化炭素

やメタン等のガスを発生することや廃棄物中から発生する放射線の作用により廃棄体中の

有機物が分解され水素ガスを発生すると予測されている。同報告書では，微生物活動を考慮

した有機物の分解に伴うガス発生量及び放射線分解によるガス発生評価を行っているが，全

体のガスの発生量としては金属腐食によるH2の発生が支配的である。 

e. その他 

緩衝材として用いられるベントナイトを対象とし，ベントナイト製品中に硫酸塩還元菌な
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どの菌が存在し，ベントナイト起源の有機物を栄養源として増殖し得ることが報告11)されて

いる。ただし，微生物の栄養源となる緩衝材中に存在する有機物は 1%程度であり，地下水か

らの高分子有機物の供給は，緩衝材の飽和後その微細構造により妨げられ，圧縮ベントナイ

ト中では微生物の活性が維持されにくいことも報告12)されている。 

 
4.1.3 有機物影響の取扱い 

セルロース由来の有機物に関しては，間隙水中の ISA 濃度が 1E-6mol/L 以下であれば核種の収

着・沈澱・溶解の物質移行プロセスへの影響はないものと想定されている。 

 
4.2 経時変化予測 

有機物影響の及ぶ時間的・空間的範囲を把握するための解析として，セルロース系有機物の分

解生成物のひとつであるISAを対象に，処分施設に仮想的にセルロース系有機物が存在するとした

場合のニアフィールド周辺岩盤での有機物プルーム解析が行われている2)。 

ISA のインベントリ算出における前提条件を以下に示す。 

① セルロース系有機物の分解率は 10％，分解生物中の ISA 割合は保守的に 100％として，セ

ルロース系有機物からの ISA 収率を 10％とする。 

② ISA はセルロース分解における安定な分解生成物であり，保守的に解析期間中はそれ以上

分解しない。 

これらの設定と ISA の分子量として M(ISA)＝180 を採用することにより，ISA のインベントリ

は 2E+3mol と設定した。 

この解析では，天然バリアの透水係数，セメント系材料の分配係数をパラメータとして設定し

ており，その中の一例を図１に示す。図 1 は，結晶質岩系岩盤を対象とし，天然バリアの透水係

数を 1E-9m/s，セメント系材料の分配係数を 0.01m3/kgと設定したときの結果である。これら結果

から，時間的観点からは数万年，空間的観点からは数百m(地下水流向下流側)の場合に，核種移行

への影響が発現するISA濃度の目安値（1E-6mol/Lと設定）となった。ただし，同報告書内に，セ

ルロースからのISA収率やセメント系材料へのISA収着などに関し，より現実的な設定を行うこと

により，ISAプルームの時間的・空間的広がりはより制限されるとある。 
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図 1 セルロース系有機物が仮想的に存在するとした場合の有機物プルーム解析（処分
場中心からの距離と ISA 濃度の時間変化の関係，結晶質岩系岩盤） 

4.3 ナチュラルアナログ 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における有機物に関する研究13)では，堆積岩お

よび花崗岩中の地下水からフミン酸，フルボ酸を分離し，その中に含まれる微量元素を分析した。

その結果，地下水中に含まれる有機物の濃度は 0.1～8mgC/lであり，これらの有機物は堆積岩中

の有機物(亜炭など)の微生物分解により生成している可能性が報告されている。また，弱アルカ

リ性で還元状態の地下水中では，有機物が微量元素の移行・遅延に与える影響は少ないというこ

とが示されている。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関する現象についての

不確実性となっている。 
所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設では緩衝材によるろ過効果や緩衝材中に存在する

有機物による影響が考えられるが，緩衝材の有無及び仕様に関しても完全に決定されていないこ

とから，この観点においても不確実性が存在する。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関するデータについて

の不確実性となっている。 
所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設では緩衝材によるろ過効果や緩衝材中に存在する

有機物による影響が考えられるが，緩衝材の有無及び仕様に関しても完全に決定されていないこ
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とから，この観点においても不確実性が存在する。 
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ＢＣ－０６：緩衝材での微生物影響 
 
１．名称 
緩衝材での微生物影響（BC-06） 
 

２．概要 
従来，微生物にとって地下深部の環境は極限環境と予想されており，生物的には無菌状態であ

ると考えられてきた。しかし，最近の研究で地下深部での微生物の存在が確認され，微生物活動

が否定できなくなっている。 

緩衝材領域では緩衝材の微細構造により微生物による緩衝材中の核種の移行が抑制されること

や，ろ過効果によって人工バリア外部からの微生物の侵入が抑制されると推測されている。 

処分環境においては，深部地下水に生息する微生物や，処分場の建設操業に伴って侵入する可

能性のある微生物が活動する可能性がある。微生物活動により廃棄体領域に存在する各バリア材

が変質したり，微生物活動に起因する水化学環境の変化により，核種の存在形態が変化し溶解度

及び収着特性の変化が生じる可能性がある。また，微生物による有機物の代謝・分解により錯化

剤，有機酸及びCO2ガスなどの生成も考えられる。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
微生物活動による緩衝材領域における影響としては，微生物活動による緩衝材の間隙の閉塞や

微生物による核種の吸着や取り込みによって，核種の移行挙動が影響される可能性がある。また，

微生物自身の移動によって，微生物起源の擬似コロイドによる核種移行が促進される可能性や，

微生物活動により生成する錯化剤，有機酸及びガスが核種移行を促進する可能性もある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下深部環境における微生物活動に関する研究 
緩衝材中領域における微生物活動に関しては，硫酸塩還元菌，メタン生成菌が中性から弱アル

カリ性かつ低Eh環境において生存が可能であること1)やベントナイト製品中に硫酸塩還元菌など

の微生物が元々存在し，ベントナイト起源の有機物を栄養源として増殖し得ること2)が報告され

ている。また，硫酸塩還元菌については圧縮ベントナイト中では活性が維持されにくい3)という

報告もある。 

人工バリアの構成として，セメント系材料で作られた構造躯体の周囲に緩衝材が設置される場

合では，セメント系材料の影響により緩衝材中は高pH環境になると考えられる。処分場環境にお

ける微生物活動を推測するため，培養液のpH及びEhをパラメータとした時の微生物の活性を測定

した研究が行われており，深地層で存在が確認された微生物のうち，硫黄酸化菌，メタン生成菌，

硫酸塩還元菌及び脱窒菌を対象として，想定される処分環境条件(pH=12～13 程度，Eh=-400～

-200mV程度)での活性の有無を確認している1)。この研究によると，どの微生物の結果においても

共通して言えることは，pHが高くなるにつれ，微生物の活性が低下または増殖が見られなくなる

ことである。また，メタン生成菌及び硫酸塩還元菌については，pHが高くなるにつれ，活性を示

すEhの範囲が狭められることも示されている。 
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一方，近年の研究では，好気性の高アルカリ性環境で活性を有する微生物や pH8.5～12.5 の高

アルカリ性環境で成育する絶対嫌気性高度好アルカリ性微生物が報告されている。また，中性で

生育する微生物をアルカリ性環境に馴化させ，pH12.5 の高アルカリ性環境で生育させた例も報告

されている。こうしたことから，微生物の多様性を考慮すると処分環境における微生物活動の可

能性は否定できない。 

ただし，緩衝材の微細構造によって，微生物による緩衝材中の核種の移行が抑制されることや

ろ過効果によって人工バリア外部からの微生物の侵入が抑制されると推測されている。 
 

4.1.2 緩衝材中の微生物の移行挙動に関する研究 

(1) 緩衝材によるろ過効果 

緩衝材中における微生物の移行挙動に関する研究として，大腸菌を用いた圧縮ベントナイ

ト中の微生物透過試験5)や大腸菌を用いたケイ砂混合ベントナイト中の微生物透過試験6)が

行われている。ケイ砂混合ベントナイト中の微生物透過試験では，乾燥密度として 1.8g/cm3

と 1.2g/cm3を設定し，ケイ砂とベントナイトの混合比率をパラメータとした試験が行われて

いる。この研究によると，ケイ砂混合ベントナイト中の微生物の移行は，ケイ砂の混合比率

が 50wt.%以下の場合に微生物は移行しにくい。また，上記試験において設定したケイ砂混合

ベントナイトの乾燥密度の範囲内においては，微生物の移行はケイ砂混合ベントナイトの乾

燥密度に依存しないことが示されている。 

これらの結果から，圧縮ベントナイトやケイ砂の混合比率が 50wt.%以下のケイ砂混合ベン

トナイトなどの緩衝材においては，微生物は緩衝材中を移行し難く，言いかえると，緩衝材

によるろ過効果により微生物の移行が抑制できると推測できるといえる。ただし，ベントナ

イトがアルカリや微生物の代謝産物により変質した場合についての知見が乏しく，ろ過効果

が機能しなくなる可能性が懸念される。 

(2) 緩衝材中の間隙の閉塞 

緩衝材中の微生物活動による緩衝材の間隙に対する影響として，微生物活動にともなって

生成される代謝産物が緩衝材などの間隙を閉塞させる7)，微生物活動にともなってミネラル

が沈殿し緩衝材などの間隙が閉塞する8)，増殖した微生物または微生物が生成する生物膜（バ

イオフィルム）により緩衝材などの間隙が閉塞する9)， )10 ことが報告されている。微生物によ

る緩衝材の間隙の閉塞により緩衝材中の地下水量等が影響を受けるため，緩衝材中の核種移

行は遅延すると推測できるといえる。 

(3) 核種への直接的影響 

微生物による核種への直接的な影響として，微生物による核種の吸着／取り込み9， )11 や微

生物による核種の酸化・還元12)，微生物起源の擬似コロイド11， )13 に関する報告がなされてい

る。これらの結果から，微生物による核種の吸着／取り込みに関しては，微生物に取り込ま

れた核種は微生物の細胞内に保持されるため，微生物の移動が著しくない場合には，結果と

して地層中への核種移行は抑制される可能性があると考えられる。また，微生物による核種

の酸化・還元に関しては，微生物が直接核種を酸化・還元することによる核種の化学形態の

変化に伴い，溶解度及び収着特性が変化し，核種移行に影響を与えると考えられる。微生物

起源の擬似コロイドに関しては，擬似コロイドによって核種の移行が促進される可能性や緩
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衝材のろ過効果によるコロイドの移行抑制が推測されている。 

 
4.1.3 微生物による有機物の代謝・分解で発生するガス 

微生物が廃棄体中の有機物を分解することにより二酸化炭素やメタン等のガスを発生し，中性

化などのセメント系材料の変質や核種移行等に影響を与える可能性がある。第 1次TRUレポート14)

では，微生物活動を考慮した有機物の代謝・分解に伴うガス発生量を評価しており，硝酸塩を含

むアスファルト固化体以外の廃棄体においては，全体のガスの発生量に対する微生物活動による

有機物の代謝・分解に伴うガス発生量の寄与は小さく，金属腐食によるH2の発生が支配的であっ

た。一方，硝酸塩を含むアスファルト固化体では，硝酸塩を電子供与体とする脱窒菌の活動によ

り金属腐食によるH2と同程度のN2ガスが発生する可能性を示唆している。 
 
4.2 経時変化予測 

現状微生物影響に関して経時的な変化を評価した例はない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における地下微生物に関する研究15)では，深度

に関係なく地下水中には脱窒菌，鉄還元菌，硫酸塩還元菌，メタン生成菌などが存在することが

確認されている。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物に関す

る現象についての不確実性となっている。また，所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設で

は人工バリア外部からの廃棄体領域への微生物の侵入が避けられると考えられるが，緩衝材の有

無及び仕様に関しても完全に決定されていないことから，この観点においても不確実性が存在す

る。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物に関す

るデータについての不確実性となっている。また，所定の機能を有する緩衝材を設ける処分施設

では人工バリア外部からの廃棄体領域への微生物の侵入が避けられると考えられるが，緩衝材の

有無及び仕様に関しても完全に決定されていないことから，この観点においても不確実性が存在

する。 
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ＢＣ－０７：緩衝材でのコロイド影響 
 
１．名称 
緩衝材でのコロイド影響（BC-07） 

 
２．概要 
当該 FEP では TRU 廃棄物処分場に設置されるベントナイト系緩衝材を対象とする。FEP の内容

は，具体的には核種移行に及ぼすコロイドの影響であり，ベントナイト系緩衝材中でのコロイド

状放射性核種の移行挙動，及びベントナイト系緩衝材を起源とするコロイド状物質による核種移

行への影響の２つの側面がある。ベントナイト系緩衝材中でのコロイド状放射性核種の移行挙動

に関する事象としては，ベントナイト系緩衝材によるコロイドのろ過作用が重要である。ベント

ナイト系緩衝材を起源とするコロイド状物質の生成に関しては，ベントナイトコロイド及び挟雑

鉱物を起源とするコロイドの生成が挙げられる。 

 
３．安全性への影響機構 
ベントナイト系緩衝材中では，真性コロイドの他に，ベントナイト系緩衝材が浸食した鉱物粒

子もしくはベントナイト系緩衝材の変質により生じたモンモリロナイト粒子が疑似コロイドを生

成し放射性核種が疑似コロイドに吸着して移行する現象が考えられる。放射性核種のベントナイ

ト系緩衝材中での移動速度は，ベントナイト系緩衝材の止水性に依存し，ベントナイト系緩衝材

中での地下水流速もしくは拡散速度と，放射性核種のベントナイト系緩衝材への収着性から導出

される遅延係数とで表されるが，ベントナイト系緩衝材によりコロイド状物質がろ過されて固定

化されれば，移動速度を検討する必要性は乏しくなる。このため，ベントナイト系緩衝材に関し

てはコロイドのろ過可能性が重要である。 
ベントナイト系緩衝材中でのコロイド粒子が核種移行に及ぼす影響は天然バリア中の核種移行

に及ぼすコロイドの影響と同様であり，通常，コロイドがあることにより核種移行速度がより速

くなることが懸念されている。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 ベントナイト系緩衝材によるコロイドのろ過作用 
(1) 健全なベントナイト系緩衝材の場合 

緩衝材によりコロイド規模以上の大きさの粒子がろ過されるならば，緩衝材中をコロイド

状の放射性核種が移行する可能性は否定することができる。これは放射性核種が真コロイド

状であっても擬似コロイド状であっても同様である。 

ベントナイト系緩衝材はその粒子間隙が微少構造であることからコロイドを物理的にろ過

することが期待されている。ベントナイト系緩衝材のコロイドろ過実験の結果では，ベント

ナイトにケイ砂を混合させた場合でも，図 1に示すように，実質的にベントナイトを 800kg/m3

以上の乾燥密度で含有させてベントナイト系緩衝材を施工すれば，コロイドをろ過し得るこ

とが示されている1), )2 。このため，適切にベントナイト系緩衝材が施工されれば，ベントナ

イト系緩衝材中のコロイド状放射性核種の移行は無視することができる。また，同様に，廃
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棄体近傍などのベントナイト系緩衝材の内側領域で発生したコロイドが母岩中へ放出される

可能性も否定することができる。 

なお，上記の点をより正確に検討するためには，次の課題が挙げられる。 

① 図１に示したデータの精度向上（データ点の増加，試験条件の広範囲化） 

② 実施工の精度がろ過効果に及ぼす影響の検討 

 

 

図 1 コロイドフィルトレーションの可能性とベントナイト粒子密度の関係2)

 
 

(2) 変質したベントナイト系緩衝材の場合 

ベントナイト系緩衝材のろ過効果は変質により変化する。変質の要因としては，セメント

系材料などの醸成する高アルカリ環境の影響が挙げられる。 

高アルカリ性条件でベントナイトが変質した場合のベントナイトのコロイドろ過効果に関

しては，セメント系材料からのアルカリの浸出を考慮したpH14 のNaOH－KOH－Ca(OH)2 混合

溶液とpH12 の飽和Ca(OH)2溶液を調製して 200℃で 1 ヶ月ベントナイトを加温処理した後，金

コロイドを透過した試験が報告されている3)。その結果，pH14 の試験条件ではベントナイト

中のモンモリロナイト成分の溶解に伴いコロイドろ過効果が低下したこと，及びpH12.5 の試

験条件ではモンモリロナイト成分のCa化は生じたがコロイドろ過効果は維持されたことが報

告されている。このように変質したベントナイト系緩衝材の場合はコロイドろ過効果に影響

が出ることが予想されるが，どの程度の変質によりどの程度のろ過効果の影響が生じるかは

不確定であり，この点をより正確に検討するためには，さらなるデータの充実が必要である。 
 

4.1.2 ベントナイト系緩衝材を起源とするコロイドの影響 

ベントナイト系緩衝材を起源とするコロイドに関しては，ベントナイト中のモンモリロナイト

成分及びベントナイトの挟雑鉱物を起源として，それぞれ浸食や変質によりコロイドが生成する

可能性が挙げられる。 

(1) モンモリロナイト成分によるコロイドの生成 

実験を踏まえた検討により，地下水による浸食で未変質のベントナイトからコロイドが発生

するためには 10-5～10-4m/sの地下水流速が必要であることが予測されていた4), ), )5 6 。しかし，
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より最近の検討7)では，降水系地下水条件では，浸食が発生する臨界流速は 2×10-6m/sよりも

小さいと推察されること，海水系地下水条件では浸食が発生する臨界流速は 8×10-6m/sよりも

大きいといった知見が得られている。つまりベントナイト起源とするコロイドの発生条件は，

その環境の溶液組成に強く依存することがわかる。またベントナイト粒子の熱運動によりコロ

イドが発生する可能性があることも指摘されている。従って，緩衝材として使用されるベント

ナイトを起源とするコロイドの生成を否定することはできない。 

なお，上記の点をより正確に検討するための課題として，ベントナイトの長期変質を考慮し

た同様の実験研究の実施やベントナイトの浸食時の水質条件をより詳細かつ系統的に変化させ

た実験データの取得が挙げられる。 

(2) ベントナイトの挟雑鉱物によるコロイドの生成 

ベントナイトの挟雑鉱物は長石や石英などを主体とする一般的な鉱物である。これらの鉱物

による地下水中での無機コロイドの例としては，シリカ，水酸化鉄，水酸化アルミニウム等が

挙げられる。これらコロイドの生成は，地下水中での地質媒体の溶解，加水分解プロセスや地

下水の水力学的な条件の変化による地質媒体からの粒子の放出などが主要なプロセスと考えら

れる。生成したコロイドの安定性は地下水の液性に依存するが，たとえばシリカコロイドにつ

いては一般的な地下水中で安定に長時間分散することができる。 

このため，ベントナイトの挟雑鉱物を起源とする何らかのコロイドが生成すると考えられる

が，現在のところ，生成するコロイドの質や量に関する研究はなされておらず，実験データの

充実が望まれる。 

 
4.2 経時変化予測 

ベントナイト系緩衝材のろ過効果やベントナイト系緩衝材を起源とするコロイドの生成に関し

ては，4.1.1(2)節で既述したようにベントナイトの長期的な変質挙動が影響する。現在の所，両

者の関連性に関する情報は少なく，定量的な予測は困難である。 

また，生成したコロイドが移行する際の経時的な変化については，特に研究は行われていない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

特になし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

ベントナイト系緩衝材中のコロイド状核種の移行については，適切な施工がなされたベントナ

イト系緩衝材により真性コロイドの影響を排除することができる。既存の研究では，ベントナイ

トゲル密度 800kg/m3が充填密度の下限値の目安と考えられる。この目安値に関する精度や実施工

との関連性に不確実性さ残る。また，このろ過効果への水質条件の影響やベントナイト系材料の

長期的変質の影響の詳細に関してはまだ不確実な点が多い。 
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また，ベントナイト系緩衝材を起源とするコロイドについては地下水流速及び地下水組成との

関係が示唆されており，サイトの条件に依存するという不確実性を有する。また，変質したベン

トナイト系緩衝材が起源となるコロイドの生成については，まだ実験情報が少なくコロイドの存

在可能性は不確実である。 

(1)今後取得される調査データについて 

ベントナイト系緩衝材のコロイドろ過効果，及びベントナイトからのコロイド生成に関して，

水質の影響及びベントナイト系緩衝材の変質の影響に関する系統的なデータ取得が望まれる。 

(2) サイト情報に関する不確実性 

サイトの水質はベントナイト系緩衝材中の水質に影響し，コロイドの生成可能性や安定性に

影響する。このため，サイトが未定な段階ではコロイドの生成可能性や安定性に関して不確実

性が残る。 
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ＢＣ－０８：緩衝材での硝酸塩影響 
 
１．名称 
緩衝材での硝酸塩影響（BC-08） 

 
２．概要 
主に再処理工程から生じた硝酸塩を含む廃棄物（「廃棄物での硝酸塩影響」（WC-09）参照）の硝

酸塩は地下水と接触することにより地下水中に溶解し，その結果生じたイオンが人工バリアに達

しその性能を劣化させることが懸念されている。緩衝材での硝酸塩影響の程度は，緩衝材中の硝

酸塩濃度に依存すると考えられる。緩衝材中の硝酸塩濃度は，廃棄体からの硝酸塩の溶解，廃棄

体から緩衝材までの硝酸塩イオンの移流，分散及び拡散並びに，廃棄体から緩衝材までの硝酸塩

の変遷（硝酸イオンは廃棄体の腐食，廃棄体から緩衝材までの各設備の化学的変質，廃棄体から

緩衝材までの各設備における有機物，微生物影響等によって変化する場合がある）により影響さ

れる。また緩衝材中の硝酸塩影響は，緩衝材の水理特性及び核種の吸着性能に影響する。 

 
３．安全性への影響機構 
廃棄物中に多量に存在する硝酸塩は多くが硝酸ナトリウムと考えられ，地下水との接触により

速やかに溶解し，主にNa+とNO3
-のイオンに分かれる。地下水中の窒素は，酸化還元電位，pH，微

生物や鉄の存在により様々な化学形態をとる。 

廃棄体より溶解した硝酸塩は，処分施設内の移流，分散，拡散現象によって充填材，構造躯体

を通過して緩衝材中に移行し，緩衝材中のイオン濃度を増加させる。緩衝材中の地下水のイオン

濃度が増加することにより，地下水の粘度，密度，イオン強度が増加する可能性がある。地下水

の粘性，密度の変化は，流体の特性の観点から緩衝材の透水係数に影響する。また地下水のイオ

ン強度の増加は，緩衝材の膨潤性を低下や緩衝材の空隙構造の観点からの緩衝材の透水係数，拡

散係数に影響する可能性がある。 

緩衝材の吸着性能に関しては，イオン強度の増加に伴い地下水中のカチオン核種との競合，吸

着サイトの表面状態の変化により性能が低下する可能性がある。また硝酸塩共存下においては，

ベントナイトの劣化が影響される可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水中における窒素の存在形態 
地下水中における窒素は，地下水の酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により，図 1 に示す

様に液相：NO3
-，NO2

-，HNO2，NH4
+，NH4OH（NH3aq），気相：N2O，NO，NH3といった様々な化学形態を

とりうる1)。このうち処分環境である低Eh高pHの状態では，NH3あるいはNH4OH（NH3aq）が安定系

となる。しかしながら，常温における還元反応は，微生物などが関与しなければ非常に遅いとさ

れている。実際に密閉されたガラス容器を用いて炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ，低Eh高pH

条件で１～６ヶ月程度保持した実験ではNO3
-の変遷生成物としてNO2

-，NH4OH（NH3aq）が確認でき，

それ以外の化学形態は確認できなかった。また，NO2
-は中間生成物であり，その濃度は反応期間

が長くなるにつれて減少し，最終生成物としてNH4OH（NH3aq）が増加する傾向にあった。 
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鉄共存下における窒素の化学形態については，嶺ほか2)により硝酸ナトリウム濃度 10-3～

100mol/l，鉄添加量（還元鉄，線状炭素鋼，粉末炭素鋼のいずれか）0.026～117g/lの範囲の試験

が実施された結果，炭素鋼では硝酸イオンからの変遷が確認できなかったことを報告している。 

なお窒素には図 2 に示す様に有機系窒素形態があり，これらは環境中の動植物や微生物が関与

する3)。微生物が酸素の代わりにNO3
-を用いて有機物を分解する（脱窒と呼ばれる）ことにより硝

酸や亜硝酸が窒素に還元される。脱窒能を有する細菌は 20 属以上が知られており4)，農地や土壌

表層や植物の根に多くの脱窒菌が存在する。処分環境である還元性環境下で活動する脱窒菌は，

酸素濃度が低い条件下で硝酸や亜硝酸を電子受容体として利用する。ただし脱窒菌の影響や脱窒

反応自体は土壌や肥料の分野で多くの研究例があるものの地下深部の環境での研究例は見当たら

ない。 

TRU 処分施設環境下における窒素の化学形態については，明らかとされておらず現在において

も試験研究が続けられている。 

 
図 1 窒素起源の無機化学形態のEh-pH equilibrium diagram1)

 

 
図 2 動植物に関連する窒素の流れ3) 
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4.1.2 粘性，密度，イオン強度変化による透水係数への影響 

ベントナイト 100%配合及び 70%配合のベントナイトを用いベントナイトの透水係数の温度依存

性を確認した透水試験結果5)によれば，ベントナイトの透水係数は同じ流体であれば温度によら

ず固有透過度が一定であることが示されている。このため流体の粘性，密度が変化した場合には

ベントナイトの透水係数が変化する可能性がある。 

また同じ試験で蒸留水と人工海水を用いた場合については蒸留水の場合に比べて人工海水の場

合の方が１オーダ程度大きな透水係数になり（図 3），透水係数の差異は流体の特性の変化では説

明できず，スメクタイトの層間距離等の差であると考察している。 
 

 

図 3 蒸留水と人工海水を使用時の緩衝材の透水性の違い 

 
4.1.3 ベントナイト中での拡散，吸着に対する影響 

Eriksen他6)は塩水系の２種類の溶液を用い，イオン強度を変化させてベントナイト中における

I-，Cs+，Sr2+の拡散試験を行い，鉱物表面を電気的な２重層を仮定したモデルを用いて分配係数

を求めた。拡散試験の結果得られたCs+，Sr2+の実効拡散係数を見ると，イオン強度が 0.018 から

0.218 に増加することによりCs+で１オーダ程度の低下，Sr2+で 1/2 倍程度に低下している。また

算出されたCs+とSr2+の分配係数にはイオン強度依存性が確認されており（図 4 参照），Sr2+の結果

にはMuurinen7)の結果についても包含している。またWannerら8)は，WyomingベントナイトMX-80

に対するCsの収着試験を，濃度 0.025～1mol/LのNaCl，KCl，CaCl2，NaNO3，Ca(NO3)2溶液中なら

びに弱イオン強度（I=0.004mol/L）及び強イオン強度（I=0.46mol/L）の天然地下水中で実施し，

Csのベントナイト上の収着挙動を，１-サイトイオン交換モデルで表現した。その結果Csの分配係

数はイオン強度の増加に伴い低下したが，同じイオン強度であればイオン種の影響が見られなか

ったことを報告している。 
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     (a) 対象核種：Cs             (b) 対象核種：Sr 

図 4 イオン強度と核種の分配係数の関係6) 

 
4.1.4 緩衝材構成鉱物への影響 

また模擬地下水と普通ポルトランドセメント粉末を固液比 10ml/gで混合させたセメント平衡

水にNaNO3を過飽和になるまで加えた試験水に固液比 10，100，1000mL/gベントナイト（クニゲル

V1）を３ヶ月浸漬した後X線回折を行った結果では，スメクタイトの回折ピークの減衰やブロード

化が確認され，また固相中にはセメント水和物の一つであるエトリンガイト（Ca6Al2(SO4)3(OH)12・

26H2O）の生成がX線回折とSEM観察の結果確認されている。また陽イオン交換容量とメチレンブル

ー吸着量を測定した結果からはスメクタイト量に大きな違いは見られず，ただし液相中のイオン

濃度（K，Na，Ca，NO3
-，Al，Si）を分析した結果では，Caが初期溶液の濃度から３桁程度減少し，

スメクタイトのイオン交換反応およびベントナイトから溶出したSi，Alとの反応によるセメント

水和物の類似鉱物の生成が推察されている9)。 

 
4.2 経時変化予測 

廃棄物中に多量に存在する硝酸塩は，地下水との接触により容易に地下水中に溶解する。溶解

した硝酸イオンは，酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により様々な化学形態に変化し，廃棄

体，充填材，構造躯体を通過し緩衝材中に移行する。セメント系材料からの浸出液により，緩衝

材中では構成鉱物の溶解および二次鉱物の生成などが考えられるが，これらの現象に対する硝酸

塩の影響や現象の時間的スケールは明らかではない。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
以下の影響が考えられる。 
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・ 緩衝材中での硝酸イオンの化学形態 
・ 硝酸塩の共存下における微生物活動と硝酸イオンの化学形態に対する影響 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 硝酸塩の共存下におけるベントナイトの変質影響に関する知見 
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ＢＣ－０９：緩衝材での硫酸塩影響 
 
１．名称 
緩衝材での硫酸塩影響（BC-09） 
 

２．概要 
主に余裕深度処分対象廃棄物（「廃棄物での硫酸塩影響」（WC-10）参照）である硫酸塩を含む廃

棄物の硫酸塩は地下水と接触することにより地下水中に溶解し，その結果生じたイオンが人工バ

リアに達し，その性能を劣化させることが懸念されている。 

緩衝材中の硫酸塩濃度は硫酸塩を含む廃棄物の物量及びその溶解度，処分施設内の移流，分散，

拡散によって決まる。緩衝材での硫酸影響としては， 

・ 間隙水のイオン強度の増加による緩衝材の膨潤性の低下 

・ 水質変化による鉱物の溶解挙動への影響 

・ 硫酸塩還元菌等の微生物活動への影響 

が考えられる。緩衝材の膨潤性，モンモリロナイトの変質や黄鉄鉱の溶解に伴う空隙構造の変

化は緩衝材の透水係数，拡散係数を変化させる。またモンモリロナイトの変質は吸着サイトの表

面状態を変化させるため緩衝材の収着性能に影響する。また硫酸イオンを硫化物イオンに還元す

る硫酸塩還元菌等の微生物活動に対して影響する可能性もある。 
 

３．安全性への影響機構 
廃棄体での硫酸塩の主成分はNa2SO4であり，地下水と接触することにより溶解し，処分施設内

の移流，分散及び，拡散により緩衝材中に移行する。 

地下水中の多量の硫酸塩は，地下水中の粘性，密度を変化させるため透水係数を変化させる。

また緩衝材中のベントナイトはイオン強度が増加するとベントナイトの層間距離が短くなること

により膨潤性が低下し，緩衝材の透水係数を減少させる。 

緩衝材中にはモンモリロナイトや随伴鉱物として微量の黄鉄鉱が存在する。モンモリロナイト

の溶解に対しては pH の増加により溶解度が増加する。また黄鉄鉱の溶解については，地下水中の

溶存酸素の存在によって酸化される。モンモリロナイトや黄鉄鉱の溶解は，緩衝材の構成鉱物を

変化させ，透水係数，拡散係数，分配係数等に影響する。 

また処分施設周辺での微生物活動については，構造躯体中の鉄筋や処分施設内に使用される鋼

材の腐食を促進する硫化物イオンを発生する硫酸塩還元菌等がある。硫酸塩は硫酸塩還元菌の活

動源であり，その活性に影響する可能性がある。 

しかし，緩衝材にはもともと可溶性塩として硫酸塩が存在することから濃度の大小は存在する

ものの廃棄物を起源とする硫酸塩に特化した現象は見つからない。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 粘性，密度，イオン強度変化による透水係数への影響 
ベントナイト 100%配合及び 70%配合のベントナイトを用いベントナイトの透水係数の温度依存

性を確認した透水試験結果1)によれば，ベントナイトの透水係数は同じ流体であれば温度によら
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ず固有透過度が一定であることが示されている。このため流体の粘性，密度が変化した場合には

ベントナイトの透水係数が変化する可能性がある。 

また同じ試験で蒸留水と人工海水を用いた場合については蒸留水の場合に比べて人工海水の場

合の方が１オーダ程度大きな透水係数になり（図 1），透水係数の差異は流体の特性の変化では説

明できず，スメクタイトの層間距離等の差であると考察している。 
 

 

図 1 蒸留水と人工海水を使用した場合の緩衝材の透水係数の違い 

 
4.1.2 核種の拡散，吸着に関する研究 

Eriksen他2)は塩水系の２種類の溶液を用い，イオン強度を変化させてベントナイト中における

I-，Cs+，Sr2+の拡散試験を行い，鉱物表面を電気的な２重層を仮定したモデルを用いて分配係数

を求めた。拡散試験の結果得られたCs+，Sr2+の実効拡散係数を見ると，イオン強度が 0.018 から

0.218 に増加することによりCs+で１オーダ程度の低下，Sr2+で 1/2 倍程度の低下が示されている。

また算出されたCs+とSr2+の分配係数にはイオン強度依存性が示されており（図 2），Sr2+の結果に

はMuurinen3)の結果も包含されている。 

 

     (a) 対象核種：Cs             (b) 対象核種：Sr 

図 2 イオン強度と核種の分配係数の関係 
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4.2 経時変化予測 

硫酸塩影響に関連する試験研究は，例えば核種移行に対する影響といった影響の度合を調査す

る研究が実施されてきているが，時間的な変化は調査されていない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 
該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 

・ 緩衝材中での硫酸塩還元菌の存在と硫化物イオンの移行 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし。 
 
＜参考文献＞

 
[1] 千々松正和，藤田朝雄，鈴木英明，松本一浩(1999)：緩衝材の水理特性，サイクル機構技報，

No.5． 

[2] Eriksen, T. E.,and Jansson, M. (1996): Diffusion of I-,Cs+,Sr2+ in compacted bentonite 

–Anion exclusion and surface diffusion, SKB Technical report TR96-16. 

[3] Muurinen A.: Diffusion of anions and cations in compacted sodium bentonite. Espoo, 

Technical Centre of Finland, VTT Publication No.168. 
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ＢＣ－１０：緩衝材でのガスの発生と影響 
 

１．名称 
緩衝材でのガスの発生と影響（BC-10） 

 
２．概要 

地下水の放射線分解，廃棄体から漏出した有機物の分解等により，緩衝材からガスが発生する。

また，内側の領域において発生したガスが圧力勾配により移動してくる。その結果，内部圧力が

上昇し，汚染水が排出される可能性がある。また，ガス圧により，緩衝材，施設あるいは周辺岩

盤を破壊する可能性がある。さらに，ガス透気経路が生成された場合は，放射性ガスの移行が促

進される可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 

緩衝材及び廃棄体容器は主要なガス発生源と考えられる。緩衝材でガスが発生し，蓄圧された

場合，処分施設の安全性に対して以下のような影響を及ぼす可能性がある。 
• 人工バリアの内側と外側で圧力勾配が生じ，人工バリア内の放射性核種を含有する間隙水

が早期に放出される可能性がある。 
• 人工バリア及びニアフィールド岩盤が力学的に許容できる圧力を越えた場合，人工バリア

及びニアフィールド岩盤が破壊され，例えば卓越的な経路が発生して核種の漏出が促進さ

れる可能性がある。 
• ガス透気経路が生成された場合は，放射性ガスの移行が促進される可能性がある。また，

発生したガスが気泡化し，それに放射性核種を含むコロイドが吸着し，上方へ移動するこ

とにより，放射性核種の移行が促進される可能性がある。 
• ガスが蓄圧した処分場に，人間が侵入し，燃焼性ガスや放射性ガスが急激に放出される可

能性がある。 
• ガスによる化学的な作用で人工バリアが変質し，核種の漏出が促進される可能性がある。

一方，発生したH2による還元性の向上で放射性核種の溶解度が低減する可能性もある。 
 

3.2 安全性への影響度合 

処分施設内のガス発生量が，ガスが間隙水に溶解して処分施設外へ散逸する量を上回る場合は，

処分施設内が蓄圧され，処分施設が有する核種の移行遅延機能に上述のような影響が顕在化する

可能性がある。また，影響の大きさは処分施設のデザイン，施設を構成する材料の透気特性等に

より異なる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

4.1.1 ガス発生 

緩衝材領域においては，以下のようなガス発生メカニズムが考えられる。 

• 廃棄体から漏出したセルロースやビチューメンなどの分解生成物による微生物分解に
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よるH2，CH4，CO2等の発生 

• 間隙水及び有機材料の放射線分解によるH2等の発生 

• α崩壊による He ガスの発生 

 

緩衝材における有機物や放射性核種の量は廃棄体領域と比較して非常に小さく，これらに起因

するガス発生量は廃棄体領域でのガス発生と比較して非常に小さいと予想される。 

 
4.1.2 人工バリア間隙水の早期放出 

人工バリア内の蓄圧の評価を行うためのモデルは，気・液２相流モデルが一般的である。第 1

次TRUレポート1)では，TRU廃棄物地層処分の処分概念に対してDarcy２相流モデルにより２次元解

析を行い，処分施設内の飽和度，間隙圧力，排出水量の経時変化を評価している。ガスの移行挙

動に関するパラメータは，ガス圧の影響が顕在化する時期はベントナイト系材料の化学劣化より

も早いと想定し，劣化していない状態のベントナイト系材料の透過係数や毛管圧のデータを採用

している。その結果，ガス圧による間隙水の排出量は，ガスの影響を考慮しない場合の流出水量

と比較して大きく，核種移行に有意な影響を及ぼす可能性が示唆されている。 

ただし，ベントナイト混合土におけるガス透気については，ベントナイトが膨潤性を有するこ

とや，卓越的な透気経路を形成することが原因で実際の現象とモデルに乖離が生じている可能性

がある。そのため，ベントナイトのガス透気モデルとして気・液２相流モデル以外にもキャピラ

リーバンドルモデルやマルチプルフロントプロパゲーションモデル等が開発されている1)。 
 

4.1.3 ガス圧による人工バリアの破壊 

ガス発生源が透気性の低いベントナイト等に囲まれている処分概念の場合は，人工バリア内の

圧力が上昇し，人工バリアを破壊するおそれがある。 
 

4.1.4 放射性ガスの移行促進 

発生したガスに伴い放射性ガスも放出され，C-14, I-129, Se-79, Rn-222 といった揮発性ある

いはガス状の核種の移行が促進される可能性がある。しかしながら，人工バリアにおいてこれら

の核種がどの程度の割合で揮発しているかについては知見に乏しい。また，核種の移行モデルに

ついても詳細な検討事例はない。 
 

4.2 経時変化予測 

該当無し。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

有機物からのガス発生速度は，微生物の栄養源の量，温度，pH 等の環境条件の度合いの影響
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を受ける。これらの因子のメカニズムが必ずしも明確になっていないため，たとえこれらを考慮

したモデルを使用しても不確実性は存在する。放射線分解によるガス発生速度は，緩衝材内部の

空隙の存在状態，間隙水組成等に依存する。 
ガス移行モデルにおいては，現状では気・液２相流モデルを用いているが，緩衝材のガス透気

モデルについては実現象を的確にモデル化できていない点もある。また，気・液２相流＋力学連

成モデル2)による評価や，巨視的な破壊モードの検討について未実施である。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

ベントナイトの含有量が高い場合，透気性は非常に小さく，緩衝材のガス透気に関する

パラメータの取得は難しいため，十分に取得されているとは言い難い状況にある。 
 

＜参考文献＞ 
 

[1] 共同作業チーム，核燃料サイクル開発機構，電気事業連合会（2000）:TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001, TRU TR-2000-01. 

[2] Olivella, S., Gens, A.,Garrera, J. and Alonso, E.(1996):Numerical Formation for a 

Simulator (CODE BRIGHT) for the Coupled Analysis of Saline Media,Engineering 

Computations. 13(7) 87-112. 
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ＢＣ－１１：緩衝材での塩の蓄積 

 
１．名称 
緩衝材での塩の蓄積 (BC-11) 

 
２．概要 
閉鎖後初期の温度勾配存在下では，熱源近傍において塩が蓄積する可能性がある。塩が蓄積し

うる理由としては，①熱源周囲での地下水の蒸散による濃縮現象と，②塩の溶解度の温度依存性

（例えば gypsum 等の硫酸塩は温度が高いほど溶解度が小さいため，熱源周囲で沈殿しやすい）が

指摘される。 

塩が蓄積する場合，局所的な化学環境変化をもたらしうるとともに，空隙を閉塞するなど，場

の空隙特性（空隙率，空隙構造）を変化させることが考えられる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合い 
もともと塩の蓄積現象はHLW処分の分野で懸念されてきた現象であり，特に廃棄体に隣接する膨

潤性の緩衝材での現象発現が注目されていたものである。塩の蓄積によって緩衝材間隙が閉塞し

た場合，セメンテーション効果によって緩衝材の膨潤性能（の一部）が損なわれる可能性が指摘

されている1)。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
海水条件，温度勾配下で塩の蓄積が生じうることを確認した実験室規模の試験1)では，廃棄体

近傍において塩が蓄積して，緩衝材の膨潤性が減少し，脆くなる可能性が示唆されるとともに，

そのような影響を排除するための方策として，ベントナイト精製によるカリ長石・硫酸塩鉱物の

含有量の抑制，ベントナイトの初期含水量の増加等が提案されている。また，Aspo HRLでのin situ

試験2)ではgypsumの生成を実際に観測している。 
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図１ Long Term Test of Buffer Material で観測された塩の蓄積現象 

左：ヒーター入り銅製チューブ表面 右：緩衝材側チューブ接触面 
 
銅製チューブ内にヒーター（130℃／90℃）を収納し，緩衝材中に 1年間定置した Long Term Test 

of Buffer Material の結果のひとつとして，図１に示すように銅製チューブと緩衝材の接触面に

石膏（gypsum）の沈殿（白い網目状模様）が確認されている。 

現在のＴＲＵ地層処分あるいは余裕深度処分の人工バリア構成では，廃棄体の周囲に充填材が，

充填材の外側に構造躯体が，さらに構造躯体の外側に緩衝材が設置されることとなっており，緩

衝材に生じる温度勾配はかなり緩やかとなっている。このような条件下では，本ＦＥＰで対象と

するような温度勾配条件下での塩の蓄積現象が，緩衝材内で生じる可能性はかなり低いものと考

えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

塩の蓄積を促進する要因は温度勾配であり，一方これを阻害する要因は地下水の供給（再冠水）

である。したがって，塩の蓄積が生じうるのは，温度勾配が有意に存在しており，かつ再冠水前

後の期間に限定される。 
極端な条件を想定しなければ，上記期間は数十年～数百年程度と推測される。しかしながら，

ひとたび塩が蓄積した場合，①塩が空隙を閉塞→②地下水の浸入を抑制→③熱の逃散を抑制→④

塩の蓄積を促進といった正のフィードバックループも想定しうるため，塩の蓄積が長期化する可

能性もある。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

岩塩中にしばしば観測される炭酸塩（主に石灰岩とドロマイト），硬石膏，あるいはそれらの互

層の形成過程 3)は，再冠水時における塩の蓄積プロセスに類似しているものと考えられる。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
経時変化予測の項にて指摘したように，閉鎖後の熱－水－化学連成現象について，最終的には

地温・地下水飽和・塩が溶解した状態に終息するとしても，そこに至るまでのプロセス詳細につ
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いては，なお不確実性が残っているものと考えられる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

再冠水解析に必要となるデータ（ガス透過係数等）や，水化学解析に必要となるデータ（平衡

定数，安定度定数，エンタルピー等）については，なお不確実性が残っているものと考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] Karnland,O., and Pusch, R.(1995): Cementation Phenomena of Importance for the 

Performance of Smectite Clay Buffers in HLW Repository, Radioactive Waste Management 

and Environmental Remediation, ASME. 

[2] Karnland,O., Sandén, T., Johannesson, L-E, Eriksen, T.,  Jansson, M., Wold, S., 

Pedersen, K., Rosborg, B.(2000): Long Term Test of Buffer Material Final Report on 

the Pilot Parcels, SKB Technical Report 00-22.  

[3] 例えば，Selley, R.C.(1976): An Introduction to Sedimentology, Academic Press. 
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ＢＲ－０１：緩衝材での核種の崩壊・生成 

 
１．名称 

緩衝材での核種の崩壊・生成（BR-01） 

 
２．概要 

緩衝材では，移行してきた放射性核種が崩壊し，娘，孫核種が生成する。これにより，緩衝材

での核種のインベントリや同位体分率が時間と共に変化する。 
核種の崩壊・生成は放射線の発生を伴うため，そのエネルギーが緩衝材に吸収された場合には

放射線損傷を，緩衝材間隙水に吸収された場合には水の放射線分解による間隙水性状の変化を，

それぞれもたらす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 核種移行への直接的な影響 
核種の崩壊・生成に伴うインベントリ及び同位体分率の経時変化は，第一に，核種移行解析

におけるソースの経時変化として重要である。さらに以下のパラメータについても，インベン

トリ及び同位体分率の経時変化が影響する。 

溶解度は溶液中の濃度限界として元素毎に規定されるパラメータであり，同位体による分配

を考慮する必要がある（例えば，241Amと243Am等）ことから，インベントリの経時変化のみならず

同位体分率の経時変化も重要である。収着分配係数については，線形のisothermの場合には常

に一定としうるが，非線形のisothermの場合にはインベントリの変化に応じて収着分配係数も

変化することから，インベントリの経時変化が重要である。特に，非線形収着機構が収着容量

から説明される場合には，溶解度の場合と同様に，同位体分率の経時変化も重要となる（収着

容量に対する同位体分配）。 

 
3.2 放射線による影響 

核種の生成・崩壊に伴って発生する放射線（α線，β線，γ線，中性子線）が及ぼす影響と

して，以下が考えられる。 

・ 固体の放射線照射では，結晶格子中の原子がはじきだされ，格子に空孔が残り，空孔の

移動によるボイド生成や形状変化等に起因する物理化学的特性の変化がもたらされる。

このような放射線損傷により，緩衝材の特性が変化する可能性がある。 
・ 緩衝材の間隙水に放射線が照射されると，水の放射線分解により間隙水性状の変化

（pH/Eh変化，ガス発生等）をもたらされる可能性がある。地下深部の還元性雰囲気は

処分の安全性にとって好ましい状況であることから，水の放射線分解による影響の中で

も特に，H2O2等の生成酸化種が残存して酸化性雰囲気を形成する可能性が懸念されてい

る。 
・ 有機物については，放射線を照射されると放射線分解により低次の有機物に分解する可

能性がある。 
・ 放射線により廃棄体での微生物活動は一般に不活性化する。 
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４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
核種の崩壊形態，および崩壊定数等に関する知見については，いくつかの既往文献1), 2), 3), 4) 

が利用できる。 

 
4.2  経時変化予測 

緩衝材での核種の崩壊・生成の経時変化は，同領域を対象とした核種移行解析の支配方程式

中の崩壊・生成項として考慮される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

核種の崩壊のような核物理現象については比較的良く理解されており，主要核種の崩壊定数

についても信頼性の高いデータが整備されているものと考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] Croff,A.G. (1980) : A User’s manual for the ORIGEN2 computer code, ORNL/TM-7175, 

Oak Ridge National Laboratory. 

[2] Firestone, R.B. & Shirley, V.S. (1998) : Table of Isotopes, 8th edition. John Wiley 

& Sons. 

[3] ICRP (1996): Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of 

Radionuclides : Part 5. Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients. 

ICRP PUBLICATION 72. 

[4] 河合勝雄，外川織彦，山口勇吉，須賀新一，沼宮内たか雄 (1990)：電離放射線防護関係

法令に準拠するためのアクチニド元素に関する単位摂取量当りの預託実効線量当量率の

一覧表（JAERI-M 87-172 補遺），JAERI-M 90-22． 
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ＢＲ－０２：緩衝材間隙水での放射線分解 

 
１．名称 

緩衝材間隙水での放射線分解（BR-02） 

 
２．概要 
透過γ線あるいは移行してきた核種の崩壊に伴う放射線による緩衝材間隙水の放射線分解は，

ガス発生や酸化性雰囲気の形成など，緩衝材近傍の化学環境の変化をもたらす可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
水の放射線分解により，次のようなプライマリー生成物が生成する。 

H2O･･･→e-aq，OH，H，H2O2，H2，H+

これらの化学種は充填材間隙水において種々の生成・消滅反応を繰り返しながら，次第に比較

的安定な最終生成物に終息する。一般に最終生成物にはH2，H2O2，微量のO2などが含まれる。 

このうちH2は還元剤として，H2O2は酸化剤としてそれぞれ作用するが，H2がガスとして散逸した

り，相対的に早い速度で液相中を移行したりした場合，残留したH2O2によって酸化性雰囲気が形

成される可能性が指摘されている1)。緩衝材間隙水が酸化性雰囲気となった場合，隣接する鋼製

構造躯体の腐食を促進したり，随伴鉱物の溶解反応などに影響を及ぼしたりする可能性がある。

また，酸化還元電位に敏感な放射性元素の存在形態（酸化状態）が変化することによって，それ

らの緩衝材間隙水中での溶解度や緩衝材への収着分配係数などに影響を及ぼすことが考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 ガスの発生 

第 1 次TRUレポート2)では，廃棄体間隙水の放射線分解によるガスの発生速度を評価しており，

金属腐食によるガス発生と比較して小さくなるという結果が得られている。そのため，線量のよ

り低い緩衝材での放射線分解によるガス発生量が，人工バリア全体におけるガス発生量に占める

割合は極めて低いと予想される。 

 

4.1.2 緩衝材における酸化性雰囲気の形成 

第 1次TRUレポート2)では，水の放射線分解反応に関する基礎的なデータと処分場における廃棄

体及び間隙水の条件と廃棄体中の放射性核種濃度を用いて，水の放射線分解の化学反応評価を行

い，水の放射線分解による酸化性雰囲気への影響は少ないとの結果を得ている。緩衝材では廃棄

体領域と比較して線量は非常に小さいため，放射線分解の影響はさらに小さくなると考えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

間隙水の放射線分解の影響は，放射能濃度が減少するにつれて次第に小さくなると予想され

る。 

 

  Ｂ緩衝材-105



 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当せず。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

炭酸系，塩素系，窒素酸化物系，鉄イオン系など，共存イオンの種類によって水の放射線分解

の反応機構が異なっており，多種の共存イオンが混合している実際の間隙水性状における水の放

射線分解の包括的な反応機構は必ずしも解明されていない。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

間隙水性状や照射条件など，実際の条件に対応した水の放射線分解に関するデータ（ラジカル

等の素反応の速度定数，G 値など）にはまだ不確実性も大きく，また，必ずしも網羅的には整備

されていない。 

 
＜参考文献＞ 
[1] Grenthe, I., Puigdomenech, I. and Bruno, J. (1983): The possible effects of alpha 

and beta radiolysis on the matrix dissolution of spent nuclear fuel, KBS TR 83-02. 

[2] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU 廃棄物処分概

念検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＢＲ－０３：緩衝材の放射線損傷 

 
１．名称 

緩衝材の放射線損傷（BR-03） 

 
２．概要 

放射性核種の崩壊に伴う放射線によって，緩衝材が放射線損傷を受け，それにより緩衝材の特性が変

化する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
緩衝材が部分的に放射線損傷を被った場合，スメクタイトの構造，膨潤性，止水性，収着性能が

局所的に変化する可能性がある。 

 
４． 理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
乾燥したベントナイトに対する３×1010radのγ線照射試験において，ベントナイトの構造変質はＸ

線回折によっては認められていない1)。また，9.5×109radのγ線照射試験において，ベントナイトの

透水性に関しては本質的な影響を与えなかったとの報告がある2)。さらに，γ線照射と加速した電子に

よる照射試験において，ベントナイト中の陽イオン交換容量はむしろ増加することが認められている3)。 

α線による影響については，Es-253 を用いたα線照射試験（４×1018α/g）により，アモルファス

状の物質に変質（メタミクト化）したベントナイトにおいても収着性能を有することが確認されてい

る4)。 

 
4.2 経時変化予測 

該当なし 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし 
 

4.4 不確実性 

該当なし 
 

＜参考文献＞ 
[1] Ewing, R.C. (1984) : Summary, Smectite Alteration, Proc. of Workshop Convened at the 

Shoreham Hotel. 

[2] Grauer, R. (1986) : Bentonite as a Backfill Material in the High-Level Waste Repository: 

Chemical Aspects, Nagra NTB 86-12E. 

[3] Spitsyn, V.I., Balukova, B.D. and Savushkina, M.K. (1982): Influence of Irradiation with 

Gamma-Quanta and Beam of Accelerated Electrons on the Sorption Parameters of Clay Minerals 
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of the Montmorillonite Group, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., Scientific Basis for Nuclear 

Waste Management, Vol.6, pp.703-707. 

[4] Grauer, R (1984) : Behaltermaterialien fur die Endlangerung Hochradiaktiver Abfalle : 

Korrosionshcemishe Aspekte, Nagra NTB 84-19. 
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ＢＮ－０１：緩衝材の物質移動特性 

 
１．名称 

緩衝材の物質移動特性（BN-01） 

 
２．概要 

構造躯体の外周部には，外部からの応力の緩衝と地下水流動を抑制するためにベントナイト系材料

を緩衝材として設置することが考えられている。 

緩衝材の物質移動特性は，緩衝材の形状，間隙構造と収着特性および周辺の地下水条件によって決定

される。これらの特性は化学的な変化により長期的に特性が変化する可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 

構造躯体から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，その外周に設置された緩衝材中に入り，緩衝

材中を拡散，移流・分散して周辺の埋戻材やグラウト部を経て母岩中に移行する。周辺の動水勾配が小

さく，緩衝材の透水係数も小さい条件においては，緩衝材領域はほぼ拡散支配となることが推定され，

物質の移動は拡散と収着に支配されることになる。 

また，緩衝材の透水係数や動水勾配がある程度大きい場合には，緩衝材中でも移流・分散による物質

移動が支配的になることも考えられる。 

これらの物質移動特性は，緩衝材の化学変化（セメント系材料や廃棄体からの溶出物，あるいは周辺

地下水中の溶存物質などとの化学反応）によって，長期的に変化することが考えられる。 

 

3.2 影響度合 

流失や変形などの緩衝材の物理的な変化によっても，物質移動特性が変化することも考えられるが，

主に，化学的な変化により特性が変化することが考えられる。緩衝材の化学的変質としては，イライト

化，Na型-モンモリロナイトのCa型化やモンモリロナイトの溶解などが考えられる。物質の移動に対す

る感度が大きい特性は，緩衝材の透水係数と拡散係数であり，拡散係数に比べて透水係数の変動幅が大

きい。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
水中に溶解または浮遊した物質の移動のドライビングフォースは，水の流れに伴う移流と溶質の熱運

動とブラウン運動に起因する拡散である。したがって，水中に溶解した物質の移動は，緩衝材の形状と

間隙構造を厳密にモデル化すれば，移流と拡散および媒体との相互作用を記述することによってモデル

化することができる。 

緩衝材はほぼ均一な媒体と見なすことができるので，拡散係数，透水係数，分散係数，周辺の地下水

条件，および収着パラメータを定義することによって，物質移動をモデル化することができる。 

緩衝材中の透水特性，核種の収着特性，拡散特性，コロイドろ過特性といった物質移動特性は，廃棄

体，充填材，構造躯体，緩衝材やプラグ／グラウト，支保，埋戻材，母岩中の地下水化学等の影響を受
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けて特性が変化し核種移行特性に影響を与える可能性があり，特にセメント系材料の長期的な影響に関

して，化学反応と物質移動の両面から試験研究が進められている1)。 

緩衝材の実効拡散係数については，H12レポートにベントナイト密度依存性（図１），みかけの拡散係

数のケイ砂混合の影響（図２），HTO, I-, Cl-, CO3
2-のケイ砂混合率依存性（図３）が示されている。ま

た，佐藤ら3)は，粘土粒子の配向性の影響をいくつかのベントナイト密度で測定し，２～３倍程度の影

響があることを示している（図４）。鈴木4)は，ベントナイトにおける塩濃度依存性を測定し，Srは塩濃

度が高いと実効拡散係数が低下したが，ヨウ素と重水は塩濃度依存性が顕著ではないことを示している

（図５）。 

緩衝材の化学的変質の１つであるイライト化は発生する可能性は非常に低く，またCa化についても，

ある程度の密度以上ならば物質移動特性に与える影響は小さいことが知られている2) 。 

 

 

図1 緩衝材の実効拡散係数のベントナイト密度依存性 
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図2 緩衝材の実効拡散係数のみかけの拡散係数のケイ砂混合の影響 

図3 HTO, I-, Cl-, CO3
2-の実行拡散係数のケイ砂混合率依存性 
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図 4 ベントナイトの実効拡散係数の塩濃度依

存性 

 

図5 実行拡散係数と縁濃度の関係 

4.2 経時変化予測 

緩衝材中における物質移動特性は，間隙構造と媒体の収着特性に支配されるものであるため，これ

らが変化することによって物質移動特性が変化する。 

間隙構造や収着特性が変化する要因としては，緩衝材中の化学成分の溶解，沈殿物の生成，廃棄体や

セメント系材料からの溶出物との化学反応物の生成などがあり，特に膨潤性の高いモンモリロナイト含

有量と間隙率の変化によって，透水特性や拡散係数が変化する。 

間隙構造や収着特性の経時変化を支配するのは，可溶性の化学成分の化学変化，溶解速度，移流拡散

速度などである。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

物質移動特性に関するものは見あたらない。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
緩衝材の物質移動特性としては，透水，収着，拡散，コロイドのろ過などがあるが，特にセメント系

材料との相互作用による長期的な化学変化に関して，不確実性がある。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

緩衝材は比較的均一な媒体であるため，試験データに関する不確実性は小さいが，長期的な化学変化

に対するデータ取得における不確実性が大きい。 
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＜参考文献＞ 

[1] 加藤博康ほか(2002)：複合バリア施設の長期性能評価：(2/3)ベントナイト，日本原子力学会「2002

年春の年会」M49，p.711． 

[2] 核燃料サイクル開発機構(1999)：わ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次取りまとめ－分冊３ 地層処分システムの安全評価，JNC TN1400 

99-023． 

[3] 佐藤治夫，鈴木覚(2002)：圧縮ベントナイト中の拡散に及ぼす粘土粒子の配向性の影響に関する

基礎的研究，日本原子力学会「2002年春の年会」M18，p.680． 

[4] 鈴木覚(2002)：ケイ砂混合ベントナイトにおけるストロンチウム，ヨウ素および重水の拡散係数

の塩濃度依存性，日本原子力学会「2002年秋の年会」F74，p.674． 
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ＢＮ－０２：核種の移流･分散 

 
１．名称 
核種の移流・分散（BN-02） 

 

２．概要 
移流(advection)とは，地下水のマクロな流れによって水中に溶存する物質が移動することを意

味し，分散(dispersion)とは地下水流路におけるミクロな経路の屈曲や，流路の中心と固相近傍

とのミクロな流速の差異，亀裂などによる部分的な流速の不均質性などによって，溶存物質が広

がる現象を総称したものである。溶存物質と固相との相互作用の不均質性や速度論的影響などに

よる広がりが分散に含まれる場合もある。 

緩衝材周辺の動水勾配が小さく，緩衝材の透水係数も小さい条件においては，緩衝材領域はほ

ぼ拡散支配となることが推定され，物質の移動は拡散と収着に支配されることになるが，緩衝材

の透水係数や動水勾配がある程度大きい場合には，緩衝材中でも移流・分散による物質移動が支

配的になることも考えられる。 

 
３．安全性への影響機構及び感度 

3.1 安全性への影響機構 
地下水の浸入に伴い構造躯体から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，構造躯体を取り囲む

緩衝材の領域に移行する。この領域での物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要

なものであり，どちらが卓越するかは，緩衝材領域での地下水流速によって決まる。 

緩衝材中での地下水流速が有意な場合には，移流・分散による核種移行と拡散によって核種が

緩衝材中を移行し，やがて周辺の埋め戻し材やグラウト領域を経て母岩中に放出される。 
 
3.2 感度 

緩衝材領域の移流・分散によるフラックスを支配するのは，緩衝材に作用する動水勾配と透水

係数で決まる緩衝材中の地下水流速である。緩衝材領域を通過する地下水流量が，拡散速度を上

回る場合には核種フラックスは地下水流量に比例する。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
地下水の流れによる移流については，一般的に下記の移流分散方程式（簡単のため１次元で示

す）の移流項（右辺第２項）で表現される。 

),(S
x
CVε

x
CDε
2

2
it

t
CRf +

∂
∂

⋅−
∂

∂
⋅=

∂
∂

⋅ε ----------------------------------- (1) 

C : 間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

D : 媒体中の分散係数 (m2/s) 

ε : 媒体の間隙率 (－) 

Rf : 媒体中の遅延係数 (－) 
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V : 媒体中の地下水流速 (m/y) 

S(t,i) : 生成項 (Bq/y) 

一方，分散については，右辺第１項の拡散項で考慮されるのが一般的である。この場合，εD=De+

εαLVとして，地下水流速に分散長を乗じた形で与えられ，分子拡散との合計で与えられる。 

移流については地下水の流量によって決まるが，分散長については種々の現象を包含したもの

であるため，一般には不確実性が大きいが，緩衝材は比較的均質な媒体であり，その部分の移行

距離は高々１ｍ程度であるため，不確実性は小さいと考えられる。 

 

4.2 経時変化予測 

緩衝材中の移流・分散の経時変化は緩衝材の物質移動特性の経時変化に依存する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

緩衝材中の移流・分散を対象としたナチュラルアナログ研究はない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
緩衝材部分の移流・分散の不確実性は緩衝材の物質移動特性に依存する。セメント系材料―緩

衝材の物質移行を伴う変質プロセスや，熱－水－応力の連成といったプロセスの詳細には不確実

性がある。このうち，分散長については，ミクロな間隙構造に依存するが，緩衝材は比較的均質

な媒体であり，移行距離も 1m 程度であるため，不確実性は小さいと考えられる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

緩衝材の物質移動特性のうちの透水係数の不確実性が緩衝材中での移流・分散の不確実性を支

配する。現象に関する不確実性と関連して，緩衝材中のベントナイトの変質過程と時間的な変化

や緩衝材中の添加材の種類とその影響に関するデータに不確実性がある。 
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ＢＮ－０３：核種の拡散 

 
１．名称 
核種の拡散（BN-03） 

 
２．概要 
水中に溶解または浮遊した物質は，水の流れに伴う移流・分散が十分に小さい場合であっても，

溶質の熱運動とブラウン運動に起因する拡散によって移動する。拡散現象は個々の分子レベルで

みた場合にはランダムな動きであるが，全体としては着目する物質の濃度の高い方から低い方向

に移動する。 
周辺の動水勾配が小さく，緩衝材の透水係数も小さい条件においては，緩衝材領域はほぼ拡散

支配となることが推定され，物質の移動は拡散と収着に支配されることになる。 
緩衝材中での拡散は，緩衝材中の空隙構造，緩衝材中の地下水化学，緩衝材の温度や拡散化学

種の電荷によって影響される。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
地下水の浸入に伴い構造躯体から漏出した放射性核種や溶解性の物質は，構造躯体を取り囲む

緩衝材の領域に移行する。この領域での物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要

なものであり，どちらが卓越するかは，緩衝材領域での地下水流速によって決まる。 
緩衝材中での地下水流速が十分小さい場合には，主として拡散によって核種が緩衝材中を移行

し，やがて周辺の埋め戻し材やグラウト領域を経て母岩中に放出される。 
 

3.2 影響度合 

緩衝材領域の拡散によるフラックスを支配するのは，緩衝材中の核種の実効拡散係数であり，

フラックスは実効拡散係数に比例する。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
地下水の流れが多少とも存在する条件での物質移動については，一般的に下記の移流分散方程

式（簡単のため１次元で示す）で表現される。このうち，分子拡散による物質移動は右辺第１項

に含められている。 

),(2

2
itS

x
CV

x
CD

t
CRf +

∂
∂

⋅−
∂
∂

⋅=
∂
∂

⋅ εεε ---------------------------------- (1) 

C : 間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

D : 媒体中の分散係数 (m2/s) 

ε : 媒体の間隙率 (－) 

Rf : 媒体中の遅延係数 (－) 

V : 媒体中の地下水流速 (m/y) 
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S(t,i) : 生成項 (Bq/y) 

右辺第１項は地下水流れがある場合には，分散項を含むものとなるが，流速が小さいとの拡散

項そのものとなり，同時に右辺第２項の移流項も小さくなるので結局(1)式は拡散方程式となる。 

拡散に関しては現象そのものはよく理解されているため，不確実性は小さいが，拡散係数自体

は間隙構造の影響をうけるため，不確実性が残る。 

緩衝材中の間隙構造は，緩衝材の密度やケイ砂に依存し，密度が変化するに伴って核種の見掛

けの拡散係数や実効拡散係数も変化することが知られている 1,2)。自由水中の拡散係数は溶液中の

化学種ごとに異なり，また，化学種の持つ電荷などに応じて間隙水中で受ける相互作用も変化す

ることから，ベントナイト中の核種の実効拡散係数は，化学種により異なると考えられる。実効

拡散係数の測定において，トリチウム水のような中性化学種の実効拡散係数に比べてCsなどの一

部の陽イオンは大きな値を示し，陰イオンは一般に小さな値を示すことが認められている 2)。 

実効拡散係数の間隙水のイオン強度依存性に関しては，イオン強度が高くなると陽イオンおよ

び陰イオンの実効拡散係数が中性化学種の拡散係数に近くなることが示されている 3)。 

ケイ砂混合の影響に関しては，ベントナイトにケイ砂を混合した場合における，ケイ砂混合率

30 wt ％程度では，その影響が顕著でないことが知られている。しかし，陰イオンの実効拡散係

数は，比較的低いケイ砂混合率からわずかに増加する傾向が認められる。 

また，拡散係数の温度依存性に関しては，自由水中の拡散係数には温度依存性があることが知

られている 4)。これは温度上昇に伴ってブラウン運動していた分子の運動エネルギーが増加する

ためである。また，温度上昇にともなって間隙水の粘性が小さくなり，物質が移動し易くなるこ

とも一因として挙げられる。見かけの拡散係数については，温度依存性に関するデータが報告さ

れており，温度上昇に伴い，拡散係数が増加することが示されている。 

緩衝材中の地下水化学が拡散に及ぼす影響については，地下水の種類によって，pH，Eh，イオ

ン強度が異なることによる拡散化学種の変化や緩衝材を構成する鉱物等からの電気二重層の広が

りの変化等が考えられる。 

 

4.2 経時変化予測  

緩衝材中の拡散の経時変化は緩衝材の物質移動特性の経時変化に依存する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

拡散に関するものは見あたらない。 
 
4.4 不確実性 

陽イオンについては，表面拡散の卓越により大きな実効拡散係数となると言われているが 5)，

その現象は十分には解明されていない。一方，陰イオンについては，イオン排除(Anion Exclusion)

により遅延されると解釈されている 6)。イオンの電荷の影響に関しては，電気二重層理論 7)を用

いたモデルや，溶液構造論に基づいたモデルによる説明が試みられている 8)。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 
拡散のしやすさを示す実効拡散係数のデータは，間隙構造の影響をうけるが，化学変化による
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影響を取得するための供試体に関して不確実性が残る。また，セメント系材料－緩衝材の物質移

動を伴う化学反応や，熱－水－応力などの連成プロセスを経た場合の実効拡散係数の経時変化に

不確実性がある。 
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ＢＮ－０４：核種の収着 

 

１．名称 
核種の収着(BN-04) 

 

２．概要 
緩衝材領域における放射性核種の存在形態としては，一般に，①移動性成分（通常は溶解性核

種だが，揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と，非移動性の②沈殿成分，③吸着成分が

考えられる。 
核種の収着は固液界面での現象であり，固相であるベントナイト系材料の表面特性と液相であ

る地下水の地球化学的特性に依存する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合い 
「収着(sorption)」とは，本来，気体または溶液中の溶質が固体表面および内部に取り込まれ

る現象を包括的に示す言葉であり，物理吸着，イオン交換，表面錯体形成，鉱物化等の現象を含

んでいる。これら素現象の駆動力となっているものは，物理吸着では van der Waals 力，イオン

交換では静電ポテンシャル，表面錯体形成では共有結合，鉱物化ではギブス自由エネルギーの不

均衡である。 

収着の程度を定量化する最も一般的なアプローチは，分配係数Kd [m3 kg-1]の導入である。放射

性元素iの当該固相への分配係数Kd,iは，固相への収着濃度Si [mol kg-1]と液相中の濃度Ci [mol 

m-3]の比として，次のように定義される。 

   
i

i
i C

S
Kd =      (1) 

分配係数を導入する場合，通常，収着反応が可逆であること，収着反応が平衡状態にあること

を前提とする。さらに，収着する放射性元素の存在量に対して固相側の収着サイトの存在量が十

分に多いことが明らかな場合には線形収着が成立し，分配係数は，放射性元素濃度によらず，常

に一定の固有値として取り扱うことができる。しかしながら実際には，不可逆な収着や1)，収着

の非線形性が認められる観察事例2)も報告されている。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 ベントナイト系材料への吸着 
ベントナイト系材料への吸着という観点からは，モンモリロナイトへの吸着と随伴鉱物への吸

着とに分けて議論する必要がある。 

 
【モンモリロナイトへの吸着】 

モンモリロナイトのような層状スメクタイトの表面は負電荷を有しており，その負電荷を補正

するために層間にＮａ等の交換性カチオンが配されている。層間の交換性カチオンは間隙水中の

他のカチオンと容易に交換しうる。この交換過程が陽イオン交換であり，アルカリ金属，アルカ

Ｂ緩衝材-119 



 

リ土類及び遷移金属に属する放射性元素のモンモリロナイトへの吸着は，主にこのメカニズムに

従うことが予想される3)。 

一方，モンモリロナイト構造表面における官能基も吸着に寄与すると考えられている。エッジ

効果と呼ばれるこのプロセスでは，表面の官能基（おそらくアルミノケイ酸塩鉱物に由来するア

ルミノール基とシラノール基）が，間隙水のｐＨ条件によって酸塩基乖離を生じ，液相イオンと

表面錯体を形成する。アクチニド及びランタニドに属する放射性元素のモンモリロナイトへの吸

着は，この表面錯体生成に従うことが予想される。 

 
【随伴鉱物への吸着】 

ベントナイト系材料の随伴鉱物は多数種存在するが，吸着の観点から重要なものはpyriteのよ

うな含鉄鉱物あるいはその変質物である。地下水との接触によって生成されるその鉄の水和鉱物

は良好な吸着サイトとなることが知られている4)。FeOOH等いくつかの鉄水和鉱物については，固

相サイトとの吸着を化学平衡に見立てた表面錯体モデルを適用する基礎が準備されつつある5)。 

 

4.1.2 ベントナイト系材料への分配係数の設定例 
第1次TRUレポート6)におけるベントナイト系材料への放射性元素の分配係数設定例を表１に

示す。 

 
表１ ベントナイト系材料への放射性元素の分配係数設定例 (m3/kg) 

 pH>12.5 pH=12.5 pH=8.5 pH>12.5 pH=12.5 pH=8.5
C 0 0 0 Pb 0.1 0.1 0.1
Cl 0 0 0 Ra 0.01 0.01 0.01
Co 0.01 0.01 0.01 Ac 0.1 0.1 1
Ni 0.01 0.01 0.01 Th 0.1 1 1
Se 0 0 0 Pa 0.1 0.1
Sr 0.001 0.001 0.001 U 0.01 0.1 1
Zr 1 1 10 Np 0.1 1 1
Nb 0.1 0.1 1 Pu 1 1 10
Mo 0 0 0 Am 1 1
Tc 0.1 0.1 0.1 Cm 1 1 10
Pd 1 1 1
Sn 0.1 0.1 1
I 0 0 0
Cs 0.01 0.01 0.01
Sm 0.1 0.1 1

1

10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原則的に，見かけの拡散係数から算出される分配係数を設定している。セメント系材料による

高アルカリの影響を考慮してｐH 区分を行い，各区分ごとの分配係数を設定している。設定の考

え方は次の通りである。 

• pH>12.5 では，海水系地下水等，高イオン強度の溶液を用いて取得された実験値を

引用 

• pH=12.5 では，飽和水酸化カルシウム溶液を用いて取得された実験値を引用7) 

• pH=8.5 では，JNC第 2 次とりまとめ8)の設定値を引用 
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• データが存在しない場合には科学的類似性を考慮して設定 
 
4.2 経時変化予測 

分配係数の経時変化は，間隙水性状の変化と固相の化学特性変化とに分解して考えることがで

きる。 

間隙水は，ごく初期段階では高温かつ酸化性雰囲気となっている可能性があり，液相中での核

種の存在形態が異なるために，還元性を仮定した場合の通常の分配係数とは全く異なる可能性が

ある。 

還元性に復帰した後の緩衝材間隙水性状は，隣接する充填材・緩衝材等のセメント系材料の自

律的変遷による影響と，緩衝材のベントナイト系材料が独自に有している化学的変動要因による

影響とを同時に受けたものとなっており，その経時変化予測はより複雑である。ベントナイト系

材料独自の化学的変動要因としては，以下が指摘できる。 

• モンモリロナイト層間イオン（カチオン）の交換 

• 随伴鉱物(calcite, quartz, pyrite 等)の溶解・沈殿 

 

ベントナイト系材料は，セメント系材料に比べれば鉱物学的により安定であり，特殊な状況を

想定しない限りは，イライト化やゼオライト化のようなモンモリロナイトの鉱物構造そのものの

変化は考えにくい。しかしながら，Ｎａ型モンモリロナイトからＣａ型モンモリロナイトへの変

遷は容易に考えられる現象であり，この変化によって，陽イオン交換による吸着を主要メカニズ

ムとするような放射性元素（例えばアルカリ金属，アルカリ土類）では，その吸着性が変化する

ことが予想される。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 
泥岩，頁岩等，粘土系の天然地層の吸着性能に関する観察事例は，ベントナイト系材料の吸着

に関する良いナチュラルアナログを提供するものと考えられる。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
• 収着平衡の成否 

• 線形収着／非線形収着 

• 経時変化を含む収着サイトのキャラクタリゼーション 

• 収着サイトへの収着のメカニズム 

• 圧縮ベントナイト間隙水の性状把握（強く拘束されている水の化学） 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

• 海水条件下での分配係数 

• 分配係数の温度補正 
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ＢＮ－０５：核種の沈殿・溶解 

 

１．名称 
核種の沈殿・溶解（BN-05） 

 
２．概要 
緩衝材領域における放射性核種の存在形態としては，一般に，①移動性成分（通常は溶解性核

種だが，揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と，非移動性の②沈殿成分，③吸着成分が

考えられる。 
間隙水中の核種濃度の上限値が溶解度であり，これを越えた場合，最終的には化学平衡が成立

して核種の沈殿固相を形成する。移流あるいは拡散によって核種が移動し，液相の核種濃度が減

少した場合，ひとたび形成された沈殿が再溶解する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
沈殿・溶解プロセスの駆動力となっているものは，当該元素の固液２相間での熱力学エネルギ

ーの不均衡である。沈殿・溶解の化学反応両辺におけるギブス自由エネルギーG の大小関係によ

って，沈殿反応あるいは溶解反応が卓越することとなる。通常は，反応自由エネルギー⊿G がゼ

ロとなるような状態，すなわち沈殿速度と溶解速度が見かけ上均衡した化学平衡の状態を仮定す

る。しかしながら実際には，平衡状態に達するまでに多くの時間を要する場合もありうる。 

移動性の液相核種濃度の上限値を制限する点において，溶解度は性能評価上重要なパラメータ

のひとつとなりうる。特に，廃棄体周囲での物質移動が拡散によって支配される場合，移動の駆

動力となる濃度勾配をより小さく保つことができるので，核種の沈殿現象は物質移行抑制機能と

しても重要である。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 溶解度設定の一般論 

溶解度は，温度，ｐＨ，Ｅｈ，イオン強度，共存イオン濃度といった間隙水性状に依存する。

指定された間隙水性状において適切と考えられる溶解度制限固相が指定できれば，PHREEQE 等の

地球化学計算コードによって，当該元素の溶解度を評価することができる。性能評価に用いる溶

解度は，このようにモデル評価された溶解度と試験による実測値とを勘案しながら設定される。 

初期インベントリがそれほど多くはないＴＲＵ地層処分，余裕深度処分の場合，溶解度制限に達

するのは，ウラン等一部の元素に限定される。特に，人工バリア構成上，最もインベントリの多

い廃棄体領域から空間的に離れている緩衝材領域においては，空間的希釈効果によって，沈殿生

成の可能性はさらに小さいものと予想される。また，ヨウ素，セシウム等可溶性の元素では沈殿

を生じ得ないため，溶解度は物質移行抑制には寄与しない。 

 
4.1.2 溶解度設定例 

第1次TRUレポート1)におけるベントナイト系材料の間隙水中での溶解度設定例を表１に示す。 
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表１ ベントナイト系材料の間隙水中における溶解度設定例 (mol/L) 

 C 溶解性 Pb 2.E-06
Cl 溶解性 Ra 1.E-12
Co 4.E-05 Ac 2.E-08
Ni 4.E-05 Th 3.E-06
Se 7.E-07 Pa 1.E-08
Sr 溶解性 U 6.E-08
Zr 1.E-06 Np 9.E-08
Nb 1.E-04 Pu 5.E-08
Mo 1.E-04 Am 5.E-09
Tc 4.E-08 Cm 5.E-09
Pd 7.E-09
Sn 5.E-06
I 溶解性
Cs 溶解性
Sm 2.E-08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原則として，地球化学平衡計算による算出値を用いており，熱力学データベースにはJNC-TDB

を，計算コードにはPHREEQE 2)を用いている。計算では，降水系高ｐH型地下水条件を想定して

おり，ｐH=8.5 に相当する。同データベースでサポートされていない元素については実験結果，

化学的類似性を考慮して設定している。 

 

4.2 経時変化予測 
溶解度の経時変化は，間隙水性状の変化にほぼ置き換えて考えることができる。 

ごく初期段階では，高温かつ酸化性雰囲気の間隙水性状となり，還元性を仮定した通常の溶解

度や溶解度制限固相とは全く異なる可能性がある。 

還元性に復帰した後の緩衝材間隙水性状は，隣接する充填材・構造躯体等のセメント系材料の

自律的変遷による影響と，緩衝材のベントナイト系材料が独自に有している化学的変動要因によ

る影響とを同時に受けたものとなっており，その経時変化予測はより複雑である。ベントナイト

系材料独自の化学的変動要因としては，以下が指摘できる。 

• モンモリロナイト層間イオン（カチオン）の交換 

• 随伴鉱物(calcite, quartz, pyrite 等)の溶解・沈殿 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
• 溶解・沈殿平衡が成立しているか（不可逆反応の可能性，over saturation / under 

saturation） 
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• 溶解度制限固相が適切に選定されているか（酸化物／水酸化物，共沈） 

• 液相化学種が適切に選定されているか 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

溶解度評価に用いられる熱力学データセットについては，なお以下のような不確実性が残って

いると考えられる。 

• 高イオン強度補正（高イオン強度の地下水性状の場合，適切に活量補正できるデータが

あるか） 

• 温度補正（25℃での熱力学データ取得が多く，実際の 50-60℃での溶解度補正が可能か） 

• アルカリ補正（高アルカリ条件での熱力学データにはなお不明な点が多い） 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム，核燃料サイクル開発機構，電気事業連合会（2000）:TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001, TRU TR-2000-01. 

[2] Parkhurst, D. L., Thorstnsen, D. C. and Plummer, L. H.(1980): PHREEQE – A Computer 

Program for Geochemical Calculations, U.S. Geological Survey, Water-Resources 

Incvestigations 80-96. 
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ＢＮ－０６：コロイド形態による核種移行 

 
１．名称 

コロイド形態による核種移行（BN-06） 

 
２．概要 
通常，間隙水中での放射性核種の溶存形態は，分子程度の粒径となっているものと考えられる。

しかしながら，放射性核種がコロイド形態をとる場合，通常の溶存形態の場合とは異なる移行挙

動を示すこととなる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
液相において放射性核種がコロイド形態で存在する場合，安全性に係る影響メカニズムとして

重要と考えられることは，①移動性の放射性核種量が相対的に増大すること，②特に疑似コロイ

ドに顕著なこととして，分子性粒子の場合とは表面電位等化学的特性が異なるため移行特性，吸

着特性等が変化すること，及び③巨大分子であることに起因して狭隘な経路を移行しがたくなる

こと（ろ過効果）が指摘できる。 
特に，緩衝材に用いられるベントナイト系材料では，その空隙構造から上記③のようなろ過効

果によってコロイドを除去する性能が期待されている。ベントナイト系材料による緩衝材層を有

する処分場では，外部からのコロイド侵入を妨げるとともに，内部で生成したコロイドの緩衝材

外部への移行をも妨げることが期待されている。 
一方，ベントナイト系材料を構成するモンモリロナイトは，それ自身が地下水コロイドとして

振舞う可能性がある。この場合，緩衝材と母岩（掘削影響領域）境界でのモンモリロナイトのエ

ロージョンが問題となる。エロージョンが発生するメカニズムとしては，次の２つが考えられる。 
・ 地下水流れによるモンモリロナイト粒子の機械的剥脱 
・ 低イオン強度下でのモンモリロナイトの化学的分散 

しかしながら，実際の処分場環境下ではこれらのエロージョン現象は有意には発生しないもの

と予想される。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 ベントナイト系材料の空隙構造によるろ過効果 
15nmの金コロイドを用いた試験1)では，乾燥密度 1,000[kg/m3]のベントナイトでは，その空隙

の微細構造によりコロイドを有効に除去することが示されている。また，JNC第 2 次とりまとめ2)

では，ろ過効果が機能するような緩衝材仕様として，乾燥密度 1.0 [Mg/ m3]以上，ケイ砂配合比

0.4 以下を提案している。 

 

4.1.2 モンモリロナイトのエロージョン 

膨潤によって亀裂中に進展したモンモリロナイトゲルの先端部では，地下水流れによってモン

モリロナイトが剥脱され，これが地下水コロイドとなって緩衝材外部でのコロイド核種移行のソ
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ースとなる可能性がある。しかしながら，そのようなせん断力によってモンモリロナイトゲルを

引き剥がすには，非常に早い地下水流速が必要であり3)，地下での比較的緩慢な地下水流れを考

慮すると，このような現象は発生しがたいと考えられていた。しかし，より最近の検討4)では，

降水系地下水条件では，浸食が発生する臨界流速は 2×10-6m/sよりも小さいと推察されること，

海水系地下水条件では浸食が発生する臨界流速は 8×10-6m/sよりも大きいことが報告されている。

つまりベントナイト起源とするコロイドの発生条件は，その環境の溶液組成に強く依存すること

がわかる。またベントナイト粒子の熱運動によりコロイドが発生する可能性があることも指摘さ

れている。従って，緩衝材として使用されるベントナイトを起源とするコロイドの生成を否定す

ることはできない。 

一方，緩衝材・母岩（掘削影響領域）境界での間隙水のイオン強度が低い場合，モンモリロナ

イトゲル先端部が安定なコロイドとして分散する可能性がある。これに対しSKBは，地下水中の

Ca2+イオンが 0.1mM以上であれば，モンモリロナイトゲルは安定に存在し，アルミノケイ酸塩コロ

イドとして分散することはないとしている5)。TRU地層処分，L1 処分を考えた場合，緩衝材の外側

にはさらにセメント系材料による支保が打設されるなど，一般にイオン強度の高い環境になって

いることと予想されるため，モンモリロナイトゲルに起因するコロイド生成は考えにくい。 

 
4.2 経時変化予測 

緩衝材の空隙構造はセメント間隙水等の影響によって経時的に変化する可能性があるが，その

ような変化は局所的なものであり，緩衝材全域の空隙構造が変化してそのろ過効果が喪失される

とは考えにくい。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 
利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ 高ｐＨ領域における真性コロイド生成の可能性（特にアクチニド） 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（組成，粒径分布等） 

・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（可逆／不可逆） 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（量，表面電位等） 

・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（結合の程度等） 

・ 疑似コロイドの吸着性 

 

＜参考文献＞ 
[1] Kurosawa, S., Yui, M., Yoshikawa H. (1997) : Experimental study of colloid filtration 

by compacted bentonite, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 465, pp.963-970. 

[2] 核燃料サイクル開発機構(1999)：わ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
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頼性，JNC TN1400 99-020. 

[3] Bell, J. C. L. (1978). : Colloid chemical aspects of the “confined bentonite concept”, 

KBS Technical Report 97. 

[4] 松本一浩, 棚井憲治（2005）：緩衝材の流出／侵入特性(II) -幌延地下水(HDB-6 号孔)を用

いた緩衝材の侵入特性評価-，JNC TN8400 2004-026． 

[5] SKB(1999). : SR97, Processes in the repository evolution : Technical Report TR-99-07. 
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ＢＮ－０７：ガス形態による核種移行 

 
１．名称 
ガス形態による核種移行（BN-07） 

 
２．概要 
核種移行解析において移動性核種として評価対象としているのは，通常は水溶液中に溶存して

いる核種である。しかしながら，放射性核種の中には揮発性を有するものがあり，そのような核

種については，ガス形態で移行する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合い 
地下水シナリオにおいては，地下水を媒体とした核種の移行を前提としており，核種の存在形

態としては，通常，移動性の溶存形態と非移動性の固相（通常は可逆性の沈殿あるいは収着成分）

とが想定されている。これに対し，希ガスやハロゲンのように，潜在的に揮発性を有する放射性

元素の全量あるいは一部が気体として存在した場合，ガスを移行媒体とした核種移行が生じる。 
人工バリアシステムの構成材料に起因するガス生成機構を前提とすると，移行媒体としてのガ

スを構成する主要な成分は，嫌気性条件下での金属の腐食に伴って発生する水素ガス（及び有機

物の微生物分解に伴って発生するメタン等）であり，放射性ガスが存在する場合，この水素ガス

に連行して移行することが考えられる。 
気相内での物質の拡散は，液相内での物質の拡散に比較して速いことから，非放射性ガスに連

行して移行する放射性ガスの実質的な移行速度は，非放射性ガス相そのものの人工バリア及び地

質媒体中の移行速度によって支配されることが予想される。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
ガス形態の核種の緩衝材中の移行については，金属腐食等で生成する水素ガス等，非放射性ガ

スと連行して緩衝材中を移行すると考えられることから，これら非放射性ガスの緩衝材中移行に

関するモデル／試験研究を引用することができる。 

例えば，SKBでは，緩衝材中のガス移行が間歇的に起こるモデルを想定している 1)。多くの試

験事実が示唆しているように 2,3,4)，膨潤圧と水圧の和が一定値(opening pressure)を越えるまで

は緩衝材中でのガス移行は生じない。ひとたびガスが抜けると圧力が低下し，一定値 (shut-in 

pressure)にまで低下するとガス移行経路は閉塞し，それ以降は拡散によってガスは緩衝材中を

移行する。図 1 に，この１サイクルにおけるガス圧とガスフラックスの挙動を示す。opening 

pressureは 12MPa，shut-in pressureは 9MPaと見積もられている。 
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図１ ベントナイト中のガス移行 
 

ＴＲＵ地層処分及び余裕深度処分においてガス形態を取りうる重要核種としては Cl-36, I-129

及び C-14 までが挙げられるが，最終廃棄体定置時のインベントリ内訳における揮発性成分の割

合はゼロもしくは極めて小さいと考えられる。したがって，基本的には，ガス形態による核種放

出の可能性も極めて小さいと予想される。しかしながら，処分場の長期的な化学環境変化によっ

て，初期には液相・固相として存在したこれら核種がガス形態に変化しうる可能性を完全に否定

することもまた困難であるように思われる。 

 

4.2 経時変化予測 
①金属腐食に伴う水素ガス等，非放射性ガスとの連行が想定されるため，放射性ガスの経時変

化も，腐食の進行，非放射性ガスの逃散現象と同様となる可能性があること，②溶存形態で移流・

拡散で移行する場合に比べ，ガス形態での移行の方がはるかに移行速度が大きいと考えられるこ

と，が指摘できる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 
Tissot & Pelet 5)は，一般に不透水性とされる泥岩・頁岩からの石油・天然ガスの抽出につい

て次のように記述している。 

 
泥質マトリクスの微細構造中に存在する石油あるいは天然ガスの抽出は一般に困難である。し

かしながら，熱瀝青物質が形成される際，間隙中の圧力が上昇する。その圧力が泥質マトリク

スの機械的強度を越えた時，微細なしかしながらもともとの空隙径よりはるかに大きな空隙の

チャネリングが生じ，石油・天然ガスが移行しうることとなる。そして圧力はしきい値以下に

減少し，空隙チャネルも閉塞されて，新たなサイクルが再開する。 

 
「4.1 モデル／試験研究」で紹介した緩衝材でのガス移行メカニズムに関する観察事例を想起

させる天然事象であり，良いナチュラルアナログとなっているものと考えられる。 
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4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
• 放射性核種がガス形態に変化することの確からしさ 

• 人工バリア及び天然バリアにおける非放射性ガス相の移行 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

• 初期インベントリにおける揮発成分の割合 

• ガス形態の核種の移行特性に係るパラメータ 

 
＜参考文献＞ 
[1] SKB (1999): SR 97, Processes in the repository evolution, Background report to SR 

97, SKB TR-99-07. 

[2] Pusch, R. et al.(1985): Final Report of the Buffer Mass Test – Volume III : Chemical 

and physical stability of the buffer materials. Stripa Project TR 85-14. 

[3] Horseman, S. T. and Harrington, J. F.(1997) : Study of gas migration in MX-80 buffer 

bentonite. Technical Report WE/97/7, Fluid Processes Group, British Geological 

Survey. 

[4] K.Tanai et al.(1997): Experimental study of gas permeabilities and breakthrough 

pressures in clays. Symposium on the Scientific Basis for Nuclear Waste Management, 

XX, Materials Research Society, 1003-1010. 

[5] Tissot, B. and Pelet, R.(1971) : Nouvelles donnees sur les mechanimes de genese et 

de migration du petrole simulation mathematique et application a la prospection. In 

8th World Petroleum Congress 35-46. 
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ＢＮ－０８：硝酸塩による核種存在形態の変化 

 
１．名称 

硝酸塩による核種存在形態の変化（BN-08） 

 
２．概要 
低レベル濃縮廃液の廃棄体には可溶性の塩であるNaNO3が多量に含まれている。間隙水中に溶解

したNO3
-イオンが間隙水性状によってNH3 / NH4

+イオンまで変化する場合がある。， 放射性核種が

これらの硝酸イオン及びアンモニアと錯体を生成することによって， その移行特性が変化する可

能性がある。また硝酸イオンによりもたらされる酸化性条件よる核種の酸化状態の変化により， 

核種の溶解度や収着性が変化する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
初期のNO3

-から潜在的錯生成能の高いNH4
+／NH3にまで窒素が変化するためには， 強い還元剤が

必要である。緩衝材領域に用いられるベントナイト系材料を考えた場合， pyrite等の鉄を含む随

伴鉱物が還元剤として作用して， NH4
+／NH3を生成する可能性がある。あるいは緩衝材領域に至る

までに既に還元作用を受け， アンミン錯体を形成した放射性核種が緩衝材領域に移行してくる可

能性もある。 

アンモニアと放射性核種とが錯生成した場合， ①溶解度上昇の可能性， ②収着挙動（バリア

材への収着のメカニズム及び収着しやすさ）の変化が考えられるが， 緩衝材領域では溶解度限界

に達しない可能性が高いため， 収着に対する影響の方が相対的に重要である。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
NaNO3溶液を含む種々の溶液条件にて， 圧縮成型ベントナイトの透水係数を測定した結果 1)を

図 1及び図 2に示す。図中AWNとあるのが，セメント系材料の初期の浸出液を模擬したNa及びKが

支配的なｐH約 13 程度の溶液（AW）に 3 mol dm-3 のNaNO3を加えた溶液である。通液した場合で

も， あるいはイオン交換処理に用いた場合でも， 硝酸塩を含むAWNでは， ベントナイトの透水

係数が上昇する傾向が確認されている。 
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4.2 経時変化予測 
①間隙水の酸化還元電位の過渡的な変化（建設中の大気開放から閉鎖後の還元雰囲気への復帰）

及び②NO3
-→NH4

+／NH3の生成プロセスによる時間遅れによって， 放射性核種のアンミン錯体形成

に関係する経時変化が考えられる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ NO3

-からのNH4
+／NH3の生成の時間挙動 

・ NH4
+／NH3と放射性核種との錯体生成のメカニズム 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ NO3
-からのNH4

+／NH3の収率 

・ NH4
+／NH3と放射性核種との錯体生成に係る安定度定数 

・ 放射性核種のアンモニウム錯体の化学挙動（分配係数， 拡散係数等） 

 
＜参考文献＞ 
[1] 三原守弘ほか：TRU廃棄物処分における硝酸塩の影響に関する研究（Ⅱ）－セメント系材料

の環境下におけるNaNO3の圧縮成型ベントナイトの水理特性に及ぼす影響－，日本原子力学

会「2004 年春の年会」要旨集 第Ⅲ分冊，p.849 (2004)． 
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ＸＴ－０１：付帯設備の熱物性 

 
１．名称 
付帯設備の熱物性（XT-01） 

 
２．概要 
処分場を構成する各部位の熱物性（熱膨張係数，熱伝導率，比熱および熱拡散率）は，それぞ

れの部位の温度変化，熱による体積変化，熱の伝導性を支配するものである。特にハル・エンド

ピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グループ２）は発熱量が比較的大きく，処分場はその熱が

伝達されることにより温度が上昇する。人工バリアに使用されるセメント系材料およびベントナ

イト系材料は温度が上昇すると化学的な変質が生じ，核種移行を抑制するバリアとしての機能を

低下させる可能性がある。したがって，人工バリアには発熱廃棄体から放出される熱を外部（母

岩）へと伝達し，人工バリア内部での熱の蓄積を抑制する能力が必要であり，人工バリアを構成

するそれぞれの部位の熱物性は重要な位置付けにあると言える。 
処分場の空洞および掘削により影響を受けた領域は，放置しておくと深部地層が本来有してい

る核種移行を遅延する性能に影響を及ぼしたり，地下水の卓越した流路となるなど，処分場全体

の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，地質

環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。 
閉鎖は，処分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生

成を防止するプラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程

度に回復させるグラウト，空洞周辺の母岩の安定性を確保して変形を抑制する支保等の要素技術

を組み合わせて行うことが想定されている１），２）。 
プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土

系材料），セメント系材料および鋼材であり，それらの熱物性として熱膨張係数，熱伝導率，比熱

及び熱拡散率が挙げられる。プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の温度変化は隣接する緩衝材

や母岩との熱のやりとりとプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材自身の熱物性によって決定され

る。また，プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の熱による体積変化は，それらに発生する温度

と熱物性によって決定される。 

 

プラグは，坑道の操業段階及び埋戻し段階に適切な位置と間隔で施工され，以下の機能を必要

とする。 
①処分場の安定（設計）における必須機能として 

・ 埋め戻し材の移動，はらみ出しの防止（耐圧機能） 
②安全評価上考慮される機能として 

・ アクセス坑道が有意な流路になることの防止（止水機能）・破砕帯，亀裂及び弱部の

透水性の改善（止水機能） 
プラグは，坑道内の緩衝材と埋め戻し材の移動，流出を防止する力学プラグと止水機能を目的

とした水理プラグの２種類が検討されている。処分坑道の端部などに設置される埋め戻し材の膨

潤圧などに耐える機能が要求される力学プラグの場合はセメント系材料（コンクリート）の適用
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が検討されている。一方，処分坑道を横切る破砕帯，亀裂および弱部の透水性の改善，アクセス

坑道が優位な流路になることの防止を目的とした水理プラグの場合は，自己シール性を有するベ

ントナイト系材料の使用が適切である 1)，2) 。 

 

グラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に傷めた部分の修復やプラグ設置

地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機能を必要とする。 
①処分場の建設における必須機能として 
・建設段階の一時的な止水と補強 
②安全評価上考慮される機能として 
・プラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 
・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 

グラウト材料としては，粘土系とセメント系の材料が候補となっており，低透水性の確保の観

点からは粘土系材料，補強の観点からはセメント系材料が適すると考えられる。粘土系材料とし

ては，止水性に優れたベントナイトを主体とした材料が考えられている。1)，2) 

 

埋め戻し材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアクセス坑道の埋め戻しに使用

され，掘削された空間を閉鎖以降において元の地質環境と同様の状態に復元・維持し，かつ，放

射性核種の移行に悪影響を与えないことを目的に設置される。埋め戻し材には次のような機能を

必要とする。 

①安全評価上考慮される機能として 

・水理バリアとしての止水性 

・埋戻し部と空洞部の間を隙間無くシールする自己シール性 

・周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性 

・地下水組成等に悪影響を及ぼさない化学的安定性 

埋め戻し材には，処分場の部位に応じて，礫や砂にベントナイトを混合した材料あるいはセメ

ント系材料が考えられている 1)。ベントナイト系材料を用いた埋め戻し材は，ベントナイトの膨

潤性，低透水性により水理バリアとしての止水性，間隙が生じやすい坑道天端部近傍や，割れ目

などの地下水移行経路を閉鎖する自己シール性，周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性が期待

される。 

 

支保は，建設・操業・閉鎖までの期間，処分坑道周辺の母岩の安定性の確保と変形を抑制する

ことを主な目的に設置され，以下の機能を必要とする。 

①建設・操業・閉鎖時の岩盤の力学的安定性の確保（設計）に必要な機能 

・坑道掘削により生じる応力・変形を，周辺母岩と一体となり支保する力学的安定性 

・坑道内作業の安全性確保のための，岩盤肌落ちの防止 

・ベントナイト系材料が地下水と接触することを防ぐための遮水性 

支保工部材として，岩盤条件や地盤状況に応じて，吹付けコンクリート，場所打ちコンクリー

ト，ロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメント，RC セグメントなどの適用が

考えられており，材料として鋼材とセメント系材料が用いられる 2)。 
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３．安全性への影響機構 
プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材は，これらの部材よりも内側に設置されている緩衝材か

ら熱が伝達され，蓄積される熱を母岩へと伝達する。これにより，緩衝材およびプラグ／グラウ

ト／支保／埋め戻し材自身の温度上昇を抑制し，これらに使用されるセメント系材料，ベントナ

イト系材料および鋼材の熱による変質を防ぐ。しかし，母岩はプラグ／グラウト／支保／埋め戻

し材から熱が伝達されることにより温度が上昇し，熱による変質が発生する可能性がある。した

がって，プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の熱伝導性は直接的には隣接する緩衝材，母岩お

よびプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材自身の温度変化に影響を与え，それぞれに使用される

セメント系材料，ベントナイト系材料および鋼材の温度や熱による変質を左右すると言える。 
また，プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の温度は発熱廃棄体から伝達される熱だけでなく，

母岩の地熱が伝達されることにより上昇または下降する。プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材

は，それに伴って膨張・収縮変形を生じる。熱による膨張・収縮の変形が拘束された場合，応力

が発生する。セメント系材料や鋼材を使用したプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の場合，応

力がこれらの部材の耐力を上回ると，ひび割れや破損が生じる。一方，ベントナイト系材料の場

合は，応力緩衝性によって容易に変形するため，部材の損傷は発生しないと考えられる。さらに，

プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の応力・変形は，それらが隣接する部材および岩盤の応力・

変形にも影響を与えると考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 上限温度 
ベントナイト系材料は，温度により変質し熱物性が変化する。廃棄体定置後において，プラグ

や埋め戻し材の温度は，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体(グループ２)などの発

熱にともない上昇する。緩衝材を対象とした事例であるが，処分場として，緩衝材の温度が 100℃

以上になると，緩衝材のベントナイトの主成分であるスメクタイトにイライト化やセメンテーシ

ョンが発生し，人工バリア性能が低下する可能性があることが報告されている１）。一方，ベント

ナイトの熱による変質については，ナチュラルアナログ研究において，100℃を超える条件で 100

万年以上スメクタイトが安定に存在していた例が報告されている 3），4）。さらに，イライト化につ

いては，イライト変質に必要なカリウムが間隙水中にあまり含まれない場合には，温度が 100℃

を超えても発生しない可能性が高いという報告がある２）。以上のことを踏まえて，ベントナイト

系材料の上限温度を保守的に 100℃とし，かつ，セメント系材料を適切に選定することで，ベン

トナイトの性能を損なうような変質は回避できると考えられている２）。 

セメント系材料の熱物性は，長期的にはセメント水和物が地下水へと溶解して変質することで

変化し，温度および温度の変化に影響を与える。また，セメント系材料は，温度によっても変質

が生じる。変質が生じないとされる温度は，セメントへの核種の収着性が低下しない温度すなわ

ち C-S-H ゲルが結晶化しない温度という観点から，80℃以下と考えられている１）。また，SCK/CEN

では，セメントの許容温度をセメントマトリクスの再結晶化および脱水を避けるために 85～90℃

としている１）。さらに，強度特性に変化を及ぼさないコンクリート温度の制限値を，コンクリー
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トの基本特性を踏まえて 65℃（24 時間以上継続して作用する状態に対して）と設定している基準

もある 5）。この基準では，この温度制限値を超える場合は実験等によりコンクリートの物性を確

認し，許容値を定めるものとしている。 

 
4.1.2 ベントナイト系材料の熱物性 

埋戻材のベントナイト混合比は緩衝材より小さくなると予想される。第 1 次 TRU レポート１）で

は 50wt%混合体として，熱伝導率 1.69W/ﾟ C ，比熱 0.77kJ/kg ﾟ C としている。以下に，参考とし

て緩衝材を対象とした熱物性の温度依存性に関する知見をまとめる。 

緩衝材の熱伝導及び比熱は試験より求められている２）。熱伝導度については，乾燥密度 1.8Mg/m3

のベントナイト単体および乾燥密度 1.6Mg/m3の 30wt%ケイ砂混合体を対象として試験を実施して

いる。測定には非定常細線加熱法の原理を利用した迅速熱伝導率計を用いている。 

熱伝導率の測定結果を試験条件の温度で整理したものを図 1 に示す。ここで，ωは含水比[％]で

ある。(a)は乾燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体の測定結果，(b)は乾燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂

混合体（30wt%）の測定結果である。これから，乾燥密度 1.8Mg/m3 のベントナイト単体では温度

依存性はほとんどないことがわかった。一方，乾燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂混合体では，含水比が

15%のときに若干温度依存性があり，温度とともに熱伝導率は低下する傾向となった。これは，ヒ

ートプローブ近傍での供試体内の含水比が発熱による蒸発により低下したためと考えられる。し

たがって，ここでは，100℃までの範囲では，緩衝材の熱伝導率には温度依存性はないものとし，

以後，解析等に用いる物性値は， も水分の蒸発の影響が小さいと考えられる温度 20℃条件下で

の測定値を用いることとしている。温度 20℃条件下での，熱伝導率の測定結果を供試体の含水比

で整理したものを図 2 に示す。これから，緩衝材の熱伝導率は含水比の増加とともに増加すると

考えられる。 

 X 付帯設備-4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 熱伝導率の温度依存性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 熱伝導率の実測値と理論値の含水比依存性（温度２０℃） 

 
この実験から，緩衝材の熱伝導率は含水比の増加とともに増加することも明らかになった。土

の熱伝導率は，固相率，含水率，石英含量などの増加とともに大きくなるといわれている 6)。乾

燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体は，乾燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂混合体よりも固相率が大きい

が，ケイ砂混合体にはケイ砂の主成分である石英が多く含まれるため，両者の熱伝導率に大きな

差異はないと判断される。 

次に比熱について述べる。比熱を求めるに当たり，比熱を直接求めるのは困難であることから，

熱拡散率を求め，熱伝導率の計測結果から換算して比熱を求めている。点熱源法 7)を用いて熱拡

散率を測定し，熱拡散率が従う次式 

)/( cρλα =
 

を用いて，比熱を求めた。ここで，λは熱伝導率，ｃは比熱，ρは密度である。 
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図 3 比熱の温度依存性 

 

図 4 比熱の実測値と理論値の含水比依存性（温度２０℃） 
 
比熱の温度依存性を図 3 に示す。(a)は乾燥密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体の結果，(b)は乾

燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂混合体（30wt%）の結果である。これから，乾燥密度 1.8Mg/m3のベント

ナイト単体，乾燥密度 1.6Mg/m3のケイ砂混合体ともに，比熱は概ね 0.2～0.6[Kj/kg.K]の範囲内

になり，その温度依存性は小さいことがわかった。熱伝導率と同様に，以後，解析等に用いる物

性値は， も水分の蒸発の影響が小さいと考えられる温度 20℃条件下での測定値を用いることと

している。温度20℃条件下での，比熱の測定結果を供試体の含水比で整理したものを図4に示す。

これから，緩衝材の熱伝導率は含水比の増加とともに増加すると考えられる。 

 
4.1.3 セメント系材料の熱物性 

コンクリートの熱物性は，一般的に体積の大部分を占める骨材の特性によって大きく影響され，

同一配合のコンクリートでも，その含水状態や温度によって変動する 6）。コンクリート標準示方

書では，コンクリートの熱物性は実験あるいは既往のデータに基づいて定めることを原則として

いるが，設計（解析）に用いてよい値として，熱膨張係数 10×10-6/℃，普通コンクリートの熱伝

導率 9.2kJ/mh℃，比熱 1.05kJ/kg℃，熱拡散率 0.003m2/h を示している。ただし，これらの値は
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代表的なものであるため，実際に使用する材料の熱物性値を適切に評価する必要がある。 

 
4.1.4 鋼材の熱物性 

鋼材の線膨張係数は，一般に 12×10-6/℃である。コンクリート標準示方書 8）ではコンクリー

ト中の鋼材については，コンクリート同じ値 10×10-6/℃としてよいとしている。 

一方，鋼材の場合の熱物性値の例を表１に示す。表１には炭素鋼の熱物性値を示すが，炭素の

含有量によってこれらの値が変化する。 

しかし，ここで示した炭素鋼の熱物性値は，実際に使用する材料の熱物性を適切に評価した後

に使用する必要がある。 

表１ 鋼材の熱物性例 9） 

 
熱伝導率 

［kcal/(mh℃)］ 

熱拡散率 

［m2/h］ 

比熱 

［kcal/(kg℃)］ 

0.5C * 46 0.053 0.111 

1.0C * 37 0.042 0.113 炭素鋼 

1.5C * 31 0.035 0.116 

* C の前の数字は炭素含有率（％）を示す。 
 
4.2 経時変化予測 

4.2.1 温度による熱物性の変化 
ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グループ２）は発熱量が比較的大きく，温

度による熱物性の変化が想定される。第 1 次 TRU レポートでは，想定した処分場レイアウトにつ

いて熱感度解析を実施している。その解析例では， 高温度は，堆積岩，結晶質岩でそれぞれ約

62℃および 77℃で，時期的には処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎えるという結果を得てい

る。したがって，プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の熱物性の変化はこの温度変化に伴って

発生すると予想される。 

 

4.2.2 材料の変質による熱物性の変化 
長期的にセメント系材料は，経時的に内部のセメント水和物が地下水へと溶解して地下水中の

イオンと反応して変質する。その変質による多孔質化や亀裂・ひび割れ発生に起因する空隙率の

増加，透水性の増加，密度の低下，結合力の喪失などの変化が熱物性にも影響を与えると予想さ

れる。セメント系材料の温度が，変質が生じないとされる温度の 80℃１）を超える場合も，熱特性

に影響を与える。 

一方，ベントナイト系材料の熱物性に影響を及ぼすベントナイト系材料の変質現象には，主に

モンモリロナイトの層間陽イオンのイオン交換，モンモリロナイトおよび随伴鉱物の溶解／沈殿

反応がある。イオン交換反応には，セメント系材料から溶出する Ca2+，鉄筋や鋼材，廃棄体パッ

ケージなどから供給される Fe2+などによる Ca 型化，および Fe 型化が考えられる。一方，鉱物の

溶解／沈殿反応では，イライト化，擬クロライト化，鉄モンモリロナイト化が考えられ，高 pH

の環境に曝された場合には C-S-H 化，ゼオライト化なども考えられる。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

熱物性は温度の影響を受ける。その処分場の温度は，廃棄体の発熱特性や周辺母岩の温度（地

熱）により規定される。したがって，当該処分場の母岩の温度，熱特性によって材料の熱物性は

影響を受ける。 
また，ベントナイト系材料の熱物性は，材料の含水量の影響を受ける。ベントナイト系材料の

含水量は，地下水が浸潤することで変化することから，処分場の水理特性や水理特性の変動の影

響を受けることになる。したがって，ベントナイト系材料の熱物性に関しては，塩水も含めた現

実的に取り得る地下水組成およびその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮すること

が必要である。 
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ＸＴ－０２：付帯設備の温度 

 
１．名称 
付帯設備の温度（XT-02） 

 
２．概要 
廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ２）は発熱量が比較的大きい（第１次 TRU レポート 1））。処分場の長期的な温度を規定する

主要因は，これら廃棄体からの発熱および周辺母岩の温度（地熱）である。処分場を構成する各

部位に発生する温度は，それぞれの部位が持つ熱物性と熱の主な供給源である廃棄体熱および周

辺母岩の地熱の伝達により変化する。処分場を構成する各部位に発生する温度により，各部位の

体積変化が発生し，さらに温度は力学特性・熱特性・水理特性などの諸物性に影響を与える可能

性がある。また，各部位に発生する温度が高くなると，材料として使用されるセメント系材料お

よびベントナイト系材料が化学的に変質する可能性があり，核種移行を抑制するバリアとしての

機能を低下させる可能性がある。 
処分場の空洞および掘削により影響を受けた領域は，放置しておくと深部地層が本来有してい

る核種移行を遅延する性能に影響を及ぼしたり，地下水の卓越した流路となるなど，処分場全体

の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，地質

環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。 
閉鎖は，処分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生

成を防止するプラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程

度に回復させるグラウト，空洞周辺の母岩の安定性を確保して変形を抑制する支保等の要素技術

を組み合わせて行うことが想定されている１），２）。 
プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土

系材料），セメント系材料および鋼材である。 
プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の温度は，直接的には隣接する緩衝材および母岩の熱的

な相互作用によって決定される。また，プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材は温度変化に伴い

膨張・収縮変形を生じ，その変形が拘束されるとプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材には温度

応力が発生する。プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の膨張・収縮変形は隣接する緩衝材およ

び母岩にも力学的な影響を与えると考えられる。 
 
プラグは，坑道の操業段階及び埋め戻し段階に適切な位置と間隔で施工され，以下の機能を必

要とする。 

①処分場の安定（設計）における必須機能として 

・埋め戻し材の移動，はらみ出しの防止（耐圧機能） 

②安全評価上考慮される機能として 

・アクセス坑道が有意な流路になることの防止（止水機能）・破砕帯，亀裂及び弱部の透水性の

改善（止水機能） 

プラグは，坑道内の緩衝材と埋め戻し材の移動，流出を防止する力学プラグと止水機能を目的
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とした水理プラグの２種類が検討されている。処分坑道の端部などに設置される埋め戻し材の膨

潤圧などに耐える機能が要求される力学プラグの場合はセメント系材料（コンクリート）の適用

が検討されている。一方，処分坑道を横切る破砕帯，亀裂および弱部の透水性の改善，アクセス

坑道が優位な流路になることの防止を目的とした水理プラグの場合は，自己シール性を有するベ

ントナイト系材料の使用が適切である。1)，2) 

 

グラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に傷めた部分の修復やプラグ設置

地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機能を必要とする。 

①処分場の建設における必須機能として 

・建設段階の一時的な止水と補強 

②安全評価上考慮される機能として 

・プラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 

・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 

グラウト材料としては，粘土系とセメント系の材料が候補となっており，低透水性の確保の観

点からは粘土系材料，補強の観点からはセメント系材料が適すると考えられる。粘土系材料とし

ては，止水性に優れたベントナイトを主体とした材料が考えられている 1)，2)。 

 

埋め戻し材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアクセス坑道の埋め戻しに使用

され，掘削された空間を閉鎖以降において元の地質環境と同様の状態に復元・維持し，かつ，放

射性核種の移行に悪影響を与えないことを目的に設置される。埋め戻し材には次のような機能を

必要とする。 

①安全評価上考慮される機能として 

・水理バリアとしての止水性 

・埋戻し部と空洞部の間を隙間無くシールする自己シール性 

・周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性 

・地下水組成等に悪影響を及ぼさない化学的安定性 

埋め戻し材には，処分場の部位に応じて，礫や砂にベントナイトを混合した材料あるいはセメ

ント系材料が考えられている 1)。ベントナイト系材料を用いた埋め戻し材は，ベントナイトの膨

潤性，低透水性により水理バリアとしての止水性，間隙が生じやすい坑道天端部近傍や，割れ目

などの地下水移行経路を閉鎖する自己シール性，周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性が期待

される。 

 

支保は，建設・操業・閉鎖までの期間，処分坑道周辺の母岩の安定性の確保と変形を抑制する

ことを主な目的に設置され，以下の機能を必要とする。 

①建設・操業・閉鎖時の岩盤の力学的安定性の確保（設計）に必要な機能 

・坑道掘削により生じる応力・変形を，周辺母岩と一体となり支保する力学的安定性 

・坑道内作業の安全性確保のための，岩盤肌落ちの防止 

・ベントナイト系材料が地下水と接触することを防ぐための遮水性 

支保工部材として，岩盤条件や地盤状況に応じて，吹付けコンクリート，場所打ちコンクリー
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ト，ロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメント，RC セグメントなどの適用が

考えられており，材料として鋼材とセメント系材料が用いられる 2) 。 

 
３．安全性への影響機構 
プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の温度は，物理的に接している緩衝材と母岩の温度と相

互に影響を与え，また，その温度はプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の熱物性を含む諸物性

に影響を与える。プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の温度が上昇すると，これらに使用され

るセメント系材料およびベントナイト系材料に変質が生じる可能性がある。 

セメント系材料の温度が，変質が生じないとされる温度の 80℃１）を超える場合は，力学・水理・

熱特性などに影響を与える可能性がある。 

処分場として，緩衝材の温度が 100℃以上になると，緩衝材の材料であるベントナイトの主成

分であるスメクタイトにイライト化やセメンテーションが発生し，人工バリア性能が低下する可

能性がある１）。 

イライト化はベントナイトの非膨張層の変質であり，その変質が発生すると，緩衝材にはイオ

ン交換性核種の分配係数の低下，膨潤応力や自己シール性の低下および拡散挙動の変化などが生

じると考えられる。セメンテーションは，スメクタイトあるいは随伴鉱物の溶解に伴い生じる二

次鉱物の沈殿であり，鉱物学的な変化が顕著でない場合でも緩衝材の特性に影響を及ぼすことも

考えられる２）。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 上限温度 
ベントナイト系材料は，温度により変質し熱物性が変化する。廃棄体定置後において，プラグ

や埋め戻し材の温度は，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体(グループ２)などの発

熱にともない上昇する。緩衝材を対象とした事例であるが，処分場として，緩衝材の温度が 100℃

以上になると，緩衝材のベントナイトの主成分であるスメクタイトにイライト化やセメンテーシ

ョンが発生し，人工バリア性能が低下する可能性があることが報告されている１）。一方，ベント

ナイトの熱による変質については，ナチュラルアナログ研究において，100℃を超える条件で 100

万年以上スメクタイトが安定に存在していた例が報告されている 3），4）。さらに，イライト化につ

いては，イライト変質に必要なカリウムが間隙水中にあまり含まれない場合には，温度が 100℃

を超えても発生しない可能性が高いという報告がある２）。以上のことを踏まえて，ベントナイト

系材料の上限温度を保守的に 100℃とし，かつ，セメント系材料を適切に選定することで，ベン

トナイトの性能を損なうような変質は回避できると考えられている２）。 

セメント系材料の熱物性は，長期的にはセメント水和物が地下水へと溶解して変質することで

変化し，温度および温度の変化に影響を与える。また，セメント系材料は，温度によっても変質

が生じる。変質が生じないとされる温度は，セメントへの核種の収着性が低下しない温度すなわ

ち C-S-H ゲルが結晶化しない温度という観点から，80℃以下と考えられている１）。また，SCK/CE

N では，セメントの許容温度をセメントマトリクスの再結晶化および脱水を避けるために 85～9

0℃としている１）。さらに，強度特性に変化を及ぼさないコンクリート温度の制限値を，コンクリ
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ートの基本特性を踏まえて 65℃（24 時間以上継続して作用する状態に対して）と設定している基

準もある 5）。この基準では，この温度制限値を超える場合は実験等によりコンクリートの物性を

確認し，許容値を定めるものとしている。 

 
4.1.2 熱解析 

第１次 TRU レポート 1)では，想定した結晶質岩系岩盤と堆積岩系岩盤のサイトについて熱感度

解析を行っており，以下の結果を得ている。 

 

①結晶質岩系岩盤の場合 

冷却期間 25 年，坑道断面内に定置する廃棄体パッケージ数を 25 個とした条件で，坑道離

間距離 3D（Ｄ：処分坑道の内幅）とした場合では，ピーク温度が 80℃を上回るが，坑道離間

距離を 5D とすると 80℃を下回る結果となった。ここで，廃棄体パッケージとは，廃棄体（キ

ャニスター）を４つ収納した 1.2m×1.2m×1.6m のコンクリート製容器である。 

②堆積岩系岩盤の場合 

堆積岩系岩盤の場合，冷却期間 25 年，坑道断面内に定置する廃棄体パッケージ数を 20 個

とすると，坑道離間距離 3D（Ｄ：処分坑道の内幅）とした場合でもピーク温度は 80℃を上回

らない。 

 

さらに，設定した坑道レイアウトに対する解析事例では，処分施設の 高温度は，堆積岩，結

晶質岩でそれぞれ約 62℃および 77℃であり，時期的には処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎

えるという結果となっている。 
 
4.2 経時変化予測 

4.2.1 温度の経時変化 
第１次 TRU レポート 1)での結果から，各坑道における温度変化の時系列を図１，図２に示す。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図１ 堆積岩系（離間距離３Ｄ）    図２ 結晶質岩系（離間距離４Ｗ） 
 
これらの結果から，温度変化の時系列は処分施設閉鎖後 10 年程度でピークを迎え，その後徐々

に低下するものの，100 年後においても中央坑道の廃棄体中心においては約 53℃の温度が発生し
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続けることが確認できる。プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の温度は，廃棄体からの熱の影

響を大きく受けることから，図１，２と同様な傾向の温度の経時変化が生ずると考えられる。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

ベントナイト系材料の熱物性は，材料の含水量の影響を受ける。含水量は，地下水が浸潤する

ことで変化することから，ベントナイト系材料の熱物性は，処分場の水理特性や水理特性の変動

の影響を受けることになる。したがって，熱物性に関しては，塩水も含めた現実的に取り得る地

下水組成およびその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することが必要である。 
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ＸＴ－０３：付帯設備の熱膨張 

 
１．名称 
付帯設備の熱膨張（XT-03） 

 
２．概要 
廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ２）は発熱量が比較的大きい。処分場の長期的な温度を規定する主要因は，これら廃棄体

からの発熱および周辺母岩の温度（地熱）である。これらの熱が処分場を構成する各部位に伝達

されると，それぞれの部位が温度変化に応じて熱膨張を発生する。処分場閉鎖後は，各部位は隣

接する部位によって拘束されている状態であるため，熱膨張による体積変化が拘束され，応力が

発生すると考えられる。したがって，熱膨張は処分場の応力状態を決める一つの要因であると考

えられる。 

 

処分場の空洞および掘削により影響を受けた領域は，放置しておくと深部地層が本来有してい

る核種移行を遅延する性能に影響を及ぼしたり，地下水の卓越した流路となるなど，処分場全体

の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，地質

環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。 

閉鎖は，処分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生

成を防止するプラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程

度に回復させるグラウト，空洞周辺の母岩の安定性を確保して変形を抑制する支保等の要素技術

を組み合わせて行うことが想定されている 1,2）。 

プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土

系材料），セメント系材料および鋼材である。 

プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材は温度変化に伴い膨張・収縮変形を生じ，その変形が拘

束されるとプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材には応力が発生する。さらに，このようなプラ

グ／グラウト／支保／埋め戻し材の膨張・収縮変形は，プラグ／グラウト／支保／埋戻材の応力

変化のみならず，隣接する緩衝材および母岩に力学的影響を与える。 

 

プラグは，坑道の操業段階及び埋め戻し段階に適切な位置と間隔で施工され，以下の機能を必

要とする。 

①処分場の安定（設計）における必須機能として 

・埋め戻し材の移動，はらみ出しの防止（耐圧機能） 

②安全評価上考慮される機能として 

・アクセス坑道が有意な流路になることの防止（止水機能）・破砕帯，亀裂及び弱部の透水性の

改善（止水機能） 

プラグは，坑道内の緩衝材と埋め戻し材の移動，流出を防止する力学プラグと止水機能を目的

とした水理プラグの２種類が検討されている。処分坑道の端部などに設置される埋め戻し材の膨

潤圧などに耐える機能が要求される力学プラグの場合はセメント系材料（コンクリート）の適用
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が検討されている。一方，処分坑道を横切る破砕帯，亀裂および弱部の透水性の改善，アクセス

坑道が優位な流路になることの防止を目的とした水理プラグの場合は，自己シール性を有するベ

ントナイト系材料の使用が適切である。1,2) 

 

グラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に傷めた部分の修復やプラグ設置

地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機能を必要とする。 

①処分場の建設における必須機能として 

・建設段階の一時的な止水と補強 

②安全評価上考慮される機能として 

・プラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 

・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 

グラウト材料としては，粘土系とセメント系の材料が候補となっており，低透水性の確保の観

点からは粘土系材料，補強の観点からはセメント系材料が適すると考えられる。粘土系材料とし

ては，止水性に優れたベントナイトを主体とした材料が考えられている 1,2) 。 

 

埋め戻し材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアクセス坑道の埋め戻しに使用

され，掘削された空間を閉鎖以降において元の地質環境と同様の状態に復元・維持し，かつ，放

射性核種の移行に悪影響を与えないことを目的に設置される。埋め戻し材には次のような機能を

必要とする。 

①安全評価上考慮される機能として 

・水理バリアとしての止水性 

・埋め戻し部と空洞部の間を隙間無くシールする自己シール性 

・周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性 

・地下水組成等に悪影響を及ぼさない化学的安定性 

埋め戻し材には，処分場の部位に応じて，礫や砂にベントナイトを混合した材料あるいはセメ

ント系材料が考えられている 1)。ベントナイト系材料を用いた埋め戻し材は，ベントナイトの膨

潤性，低透水性により水理バリアとしての止水性，間隙が生じやすい坑道天端部近傍や，割れ目

などの地下水移行経路を閉鎖する自己シール性，周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性が期待

される。 

 

支保は，建設・操業・閉鎖までの期間，処分坑道周辺の母岩の安定性の確保と変形を抑制する

ことを主な目的に設置され，以下の機能を必要とする。 

①建設・操業・閉鎖時の岩盤の力学的安定性の確保（設計）に必要な機能 

・坑道掘削により生じる応力・変形を，周辺母岩と一体となり支保する力学的安定性 

・坑道内作業の安全性確保のための，岩盤肌落ちの防止 

・ベントナイト系材料が地下水と接触することを防ぐための遮水性 

支保工部材として，岩盤条件や地盤状況に応じて，吹付けコンクリート，場所打ちコンクリー

ト，ロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメント，RC セグメントなどの適用が

考えられており，材料として鋼材とセメント系材料が用いられる 2)。 
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３．安全性への影響機構 
セメント系材料を用いた部材の場合は，熱物性の一つである熱膨張係数とその温度にしたがっ

て膨張・収縮し，その膨張・収縮が拘束されると熱応力を発生する。この熱応力がセメント系材

料の耐力を上回ると，ひび割れが発生して透水性，透気性，力学特性および熱特性などが変化す

る可能性がある。この場合，セメント系材料に必要とされている耐圧機能や止水機能が低下する

可能性がある。一方，ベントナイト系材料を用いた部材の場合は，セメント系材料と同様，その

膨張が拘束されると熱応力を発生する。しかし，ベントナイト系材料の場合，応力緩衝性により

必要とされている自己シール性および止水性などに大きな影響を及ぼすものではないと考えられ

る。また，支保工に使用される鋼材は，その熱膨張係数と温度に応じて熱膨張する。 
プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材に発生する熱膨張は，これらの部材に接している岩盤，

構造躯体，緩衝材の応力や変形に影響を与え，ひび割れ等の破損を発生させる可能性がある。そ

の膨張が拘束されると熱応力を発生する。また，支保工の場合，この熱膨張による応力，変形に

より，周辺母岩と一体性の確保に影響を及ぼす可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 
ＨＬＷの検討では，緩衝材の膨張係数は含水状態で 1.0×10-6[K-1]程度で，オーバーパック及び

ガラス固化体とほぼ同じであり，処分場の温度を 100℃以上にならないことを前提にすれば，体

積変化はオーバーパックの腐食膨張量（体積を３倍に増大させる）が支配し，ベントナイト系材

料の緩衝材の熱膨張は無視できるほど小さいと考えることができるとしている２）。さらに，緩衝

材の弾性係数は，ガラス固化体の４桁，オーバーパックの５桁小さいことから，緩衝材の熱応力

もほとんど無視できるとしている。 

ＴＲＵ廃棄物処分場の設計においても，緩衝材の温度を 100℃未満にすることが考えられてい

る１）。ベントナイト系材料の弾性係数が十分に小さいこと，熱膨張係数がセメント系材料，鋼材

と同程度であること考慮すると，プラグ及び埋め戻し材などのベントナイト系材料の熱膨張が，

緩衝材，構造躯体，充填材及び廃棄体の処分施設や母岩のバリア機能に影響を与えることは殆ど

ないと考えられる。一方，セメント系材料や鋼材の場合は，弾性係数が大きく，セメント系のプ

ラグ，埋め戻し材，支保の場合には，熱膨張による応力の影響は無視できないものと考えられ，

その応力が耐力を上回ればひび割れが発生する。その結果，プラグの場合には埋め戻し材の移動，

はらみ出しの防止のための耐圧機能の低下，埋め戻し材の場合には止水機能の低下，支保の場合

には坑道の力学的安定性の低下が考えられる。 

 

コンクリートの熱物性は，一般的に体積の大部分を占める骨材の特性によって大きく影響され，

同一配合のコンクリートでも，その含水状態や温度によって変動する 3）。コンクリート標準示方

書では，コンクリートの熱物性は実験あるいは既往のデータに基づいて定めることを原則として

いる。コンクリートの熱物性は，材料となるセメントの種類によりことなり，高炉スラグ，シリ

カフューム，フライアッシュ等の混和材料を添加したセメントは，普通ポルトランドセメント(O

PC)と比較して低発熱性であり，熱物性も異なる。また，設計（解析）に用いてよい値として，コ
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ンクリート標準示方書では熱膨張係数 10×10-6/℃，普通コンクリートの熱伝導率 9.2kJ/mh℃，

比熱 1.05kJ/kg℃，熱拡散率 0.003m2/h を示している。しかし，これらは代表値であるため，実

際に使用する材料の物性値を適切に評価する必要がある。 

 
4.2 経時変化予測 

セメント系材料は，長期的に内部のセメント水和物が地下水へと溶解して地下水中のイオンと

反応して変質する。その変質による多孔質化や亀裂・ひび割れ発生に起因する空隙率の増加，透

水性の増加，密度の低下，結合力の喪失などの変化が熱膨張係数にも影響を与えると予想される。

一方，ベントナイト系材料は，地下水への成分溶出やセメント系材料から溶出する Ca イオンの影

響により変質が生じることが予想され，それによって熱膨張係数が変化すると考えられる。また，

セメント系材料およびベントナイト系材料の熱膨張係数は，廃棄体からの発熱による作用温度に

より変化することが考えられる。しかしながら，温度と熱膨張係数の変化の関係を定量的に検討

した例は見当たらない。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

ベントナイト系材料の熱膨張係数は，材料の含水量の影響を受ける。含水量は，地下水が浸潤

することで変化することから，ベントナイト系材料の熱膨張係数は，処分場の水理特性や水理特

性の変動の影響を受けることになる。したがって，熱膨張に関しては，塩水も含めた現実的に取

り得る地下水組成およびその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することが必要で

ある。 
熱膨張による影響は，熱解析（熱伝導解析，熱応力解析）により評価できる。解析事例の一つ

として，第 1 次 TRU レポート１）では，想定した結晶質岩系岩盤と堆積岩系岩盤のサイトについて

熱感度解析を行っている。その解析では各人工バリアの熱物性値や力学物性の温度依存性は考慮

していない。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 核燃料サイクル開発機構(1999)：わ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 次取りまとめ, JNC TN1400 99-020, 021, 022, 023  

[3] 土木学会(1997)：平成 8年制定コンクリート標準示方書 設計編． 
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ＸＴ－０４：水和熱の発生 

 
１．名称 
水和熱の発生（XT-04） 

 
２．概要 
セメント系材料は，セメントと水が混合された時点から水和反応を生じ，発熱と各種水和物の

生成を伴いながら，時間の経過とともに流動性を失い固結する。セメント系材料はこの水和反応

に伴う発熱(水和熱)によって温度ひび割れが発生する可能性がある。温度ひび割れは，セメント

系材料が硬化する過程において，先に冷却される表面部分とまだ温度が高い内部との温度差によ

って生じるひび割れと，硬化とともに温度が冷却される過程において，外部に接している部位が

拘束され，発生するひび割れの２つのタイプがある。 

 

処分場の空洞および掘削により影響を受けた領域は，放置しておくと深部地層が本来有してい

る核種移行を遅延する性能に影響を及ぼしたり，地下水の卓越した流路となるなど，処分場全体

の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，地質

環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。 

閉鎖は，処分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生

成を防止するプラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程

度に回復させるグラウト，空洞周辺の母岩の安定性を確保して変形を抑制する支保等の要素技術

を組み合わせて行うことが想定されている１），２）。 

プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土

系材料），セメント系材料および鋼材である。水和熱による影響はセメント系材料を使用する場合

についてのみ発生するため，本 FEP ではセメント系材料を使用するプラグ／グラウト／支保／埋

め戻し材のみについて記述する。 

 

セメント系材料を使用したプラグは，坑道の操業段階及び埋め戻し段階に適切な位置と間隔で

施工され，以下の機能を必要とする。 

①処分場の安定（設計）における必須機能として 

・埋め戻し材の移動，はらみ出しの防止（耐圧機能） 

 

セメント系材料を使用したグラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に傷め

た掘削影響領域の修復や止水，プラグ設置地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機

能を必要とする。 

①処分場の建設における必須機能として 

・建設段階の一時的な止水と補強 

②安全評価上考慮される機能として 

・プラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 

・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 
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セメント系材料を使用した埋め戻し材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアク

セス坑道の埋め戻しに使用され，掘削された空間を閉鎖することを目的に設置される。セメント

系材料の埋め戻し材には次のような特性が要求される。 

①地下空間を閉鎖する機能として 

・大空間の充填性 

 

セメント系材料を使用した支保は，建設・操業・閉鎖までの期間，処分坑道周辺の母岩の安定

性の確保と変形を抑制するために設置され，以下の機能が期待される。 

①建設・操業・閉鎖時の岩盤の力学的安定性の確保（設計）に必要な機能 

・坑道掘削により生じる応力・変形を，周辺母岩と一体となり支保する力学的安定性 

・坑道内作業の安全性確保のための，岩盤肌落ちの防止 

・ベントナイト系材料が地下水と接触することを防ぐための遮水性 

セメント系材料を使用した支保工部材として，吹付けコンクリート，２次覆工，RC セグメント

などが挙げられる。 

 
３．安全性への影響機構 
セメント系材料を使用したプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の場合，セメント系材料を配

合，練混ぜおよび打設した後，セメントが硬化する過程において水和熱が発生する。セメントの

水和熱は，硬化後のプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材に温度ひび割れを発生させる可能性が

ある。このひび割れは，プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材構築後比較的短期間に発生するひ

び割れであり，プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材の強度的な弱部や高透水部となる可能性が

ある。プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材は，操業時において隣接する緩衝材からの膨潤圧や

母岩の地圧が作用するため，このような温度ひび割れによりプラグ／グラウト／支保／埋め戻し

材にひび割れの拡大や破損が生じる可能性がある。また，プラグ／グラウト／支保／埋め戻し材

の温度ひび割れ個所は高透水部となり，核種移行経路が形成される可能性も考えられる。 
セメント系材料のプラグの場合，温度ひび割れが存在した状態で閉鎖した場合，セメント系プ

ラグに期待される埋め戻し材の移動，はらみ出しを防止する機能の低下が生じ，処分場に要求さ

れる水理特性や力学特性などの確保に影響を及ぼすことが考えられる。 
セメント系材料の埋め戻し材の場合，温度ひび割れにより埋戻し内に高透水部が発生し，核種

移行経路が形成される可能性がある。 
セメント系材料の支保の場合，温度ひび割れにより強度が低下し，岩盤の変形や長期に渡るク

リープ変形が大きくなり，掘削影響領域の拡大など岩盤を緩める可能性がある。この場合，岩盤

の緩み領域は高透水部となり得るため，核種移行経路が形成される可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 
4.1.1 水和熱に対する対策 

現状の技術で，水和熱による構造躯体のひび割れ・亀裂発生は，操業段階での施工管理で防止
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する手法がほぼ確立している。 

設計や施工における水和熱による温度ひび割れ対策として，対象物の機能に応じて，温度ひび

割れを防止する対策，もしくは温度ひび割れの幅，間隔または位置を制御する対策がとられてい

る。 

温度ひび割れの制御対策として，以下のことが挙げられる。 

・配合上の注意点：発熱量の少ないセメントを使用する，単位セメント量を少なくする。 

・打込み温度の注意点：打込み温度はできるだけ低くする。 

・リフト（１回に打込む高さ）：リフト高を小さくする。 

・打込みの注意点：打込み間隔は短くする。十分に締固める。 

・養生の注意点：養生期間を十分長くする。保温性のよい材料で覆う。 

・設計上の注意点：誘発目地の設置。ひび割れ制御鉄筋の配置。防水措置。 

また，温度ひび割れ発生に関する検討は，JCI マスコンクリートのひび割れ制御指針やコンク

リート示方書に基づく方法で温度応力解析を行い，予測されたひび割れ指数などについて有害な

ひび割れが発生するかどうか検討する方法も考えられる。 
 
4.2 経時変化予測 

セメント系材料に発生する水和熱による温度は，施工条件やセメントの種類によるが，一般に

施工後数日中に 大となり，その後環境の温度と同じになる。その過程で，岩盤および先に施工

された部分による拘束(外部拘束作用)や内部温度差による拘束(内部拘束作用)を受けて，温度ひ

び割れの起因となる温度応力が発生する。この応力は長期的には減少すると考えられるが，その

残留した応力は閉鎖後のプラグや支保工部材の応力に影響を及ぼす可能性がある。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

力学的には問題はないが，水理特性には影響を及ぼすような水和熱で生じるひび割れや亀裂に

対しては，現状の設計基準類では対応ができない可能性がある。また，そのような水和熱で生じ

たひび割れや亀裂による透水係数やその変化は解明されていない。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会（2000）：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 核燃料サイクル開発機構（1999）：わ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 次取りまとめ，JNC TN1400 99-020, 021, 022, 023. 
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ＸＨ－０１：付帯設備の水理特性 

 
１．名称 
付帯設備の水理特性（XH-01） 

 
２．概要 
プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材の候補材料には，それぞれの設備の目的に応じて以下の

材料が検討されている。 
プラグ ベントナイト，コンクリートもしくはそれらの複合材料 
グラウト 粘土系材料，セメント系材料 
支保 セメント系材料（コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ち

コンクリート等），鋼材（鋼製セグメント，ロックボルト等） 
埋め戻し材 礫，砂にベントナイトを混合した材料，セメント系材料 
これらをまとめると，ベントナイト及び添加剤を混ぜたベントナイト系材料，セメント系材料，

鋼材となる。プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材の施工時における水理特性は，用いられる候

補材料によって異なる。また施工後の長期的な水理特性の変化についても，各設備に用いられる

材料の種類によって異なる。ベントナイト系材料が用いられる場合，ベントナイトの変質及び施

設外への流出による空隙量の変化により透水係数，拡散係数が変化する可能性がある。セメント

系材料が用いられる場合にはひび割れや長期的な劣化により，同じく透水係数，拡散係数が変化

する可能性がある。また鋼材が用いられる場合には鋼材自体は不透水性であるが，鋼材の不透水

性は腐食により生じる連続した食孔の発生などにより損なわれる可能性がある。また嫌気性腐食

によるガスの発生が懸念されている。 
このためプラグ，グラウト，支保，埋め戻し材の水理特性は，施設周辺の母岩及び処分施設内

の地下水流動，核種移行に影響を及ぼす。 
 

３．安全性への影響機構 

3.1 プラグ 
プラグは，掘削影響領域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

た水理プラグと緩衝材の膨潤に伴う移動，流出の防止を目的とした力学プラグに分類される。止

水性が要求される水理プラグについてはベントナイト系材料が検討されている。また強度が要求

される力学プラグについては，一般構造物と同じセメント系材料が検討されている。 
ベントナイト製プラグは，スメクタイトの層間距離の増加により膨潤し，その結果プラグ内の

空隙を埋めることによって低透水性となる。安全性への影響としては，モンモリロナイトの変質

及び流出による透水係数の増加が懸念されている。 
コンクリート製プラグは，そのセメントマトリクス部の透水性は極めて小さいが，ひび割れや

セメント鉱物の溶解，地下水との沈殿反応による長期的な劣化により，プラグの空隙率の変化す

ることが考えられる。ひび割れは，施工初期の水和熱による収縮や熱応力，また硫酸イオンが多

量に存在した場合のエトリンガイトの生成によっても生じる。ひび割れが生じた場合には，ひび

割れがもつ高透水性のために健全なセメント系材料がもつ低透水性は損なわれる可能性がある。 
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プラグの透水係数が増加した場合，処分坑道内及びアクセス坑道内の地下水流動が影響を受け

処分施設内の地下水流入量や地下水流速を増加させる可能性があるが，その影響度は緩衝材の施

工方法，プラグの設置間隔によっても変わるものと考えられる。 
 

3.2 グラウト 

グラウトの候補材料としては，粘土系材料，セメント系材料が主に検討されている。グラウト

には粒径が小さいこと，分散性・流動性が良いこと等が特性として求められ，第１次 TRU レポー

ト1)によれば強度の観点からセメント系材料，止水性の観点から粘土系材料が適するとしている。

グラウトに用いられるセメント系材料，粘土系材料は高流動性を期待されるため，充填材や緩衝

材に用いられる材料よりはセメントペーストやベントナイトの含有率が少なく配合される水が多

い材料が用いられると考えられる。 

粘土系グラウトに関しては，処分坑道内のセメント系材料からのアルカリ成分，Ca2+の溶出に

伴い高 pH 環境下におかれると考えられ，粘土系グラウトに用いられるベントナイトの変質及び充

填部先端からの流出が懸念されている。ただしグラウトを注入した時点で，その空隙が水理的に

寄与せず低流速場になると考えられることから，グラウトの充填部先端からの流出は起きないと

考えられる。 

またドラム缶，廃棄体パッケージ，鉄筋の腐食により生じた水素等のガスがグラウト内を移行

することにより，充填部に新たな水みちを生じることが懸念されている。 

グラウトの透水係数が増加した場合，処分施設周辺の母岩中での地下水流動や地下水流速を変

化させる可能性があるが，健全な緩衝材が存在する場合には緩衝材よりも内側の設備における地

下水流動への影響は小さいものと考えられる。 

 
3.3 支保 

支保を対象とする設備には鋼製セグメント，コンクリートセグメント，吹付けコンクリート，

現場打ちコンクリート，ロックボルトが挙げられ，材料は鋼材とセメント系材料が用いられる。 
コンクリート製部材中のセメントマトリクス部は低透水性を示す。しかし周辺岩盤，埋め戻し

材，熱膨張収縮によるひび割れ，地下水中の硫酸イオンによるエトリンガイトの生成によるひび

割れ，および長期的な地下水の反応によるセメント鉱物の溶解，沈殿反応による劣化により，空

隙率の変化がおき，それに応じて空隙率も変化する。空隙率の変化に従い，透水係数も変化する。 
鋼材もそれ自体は，その緻密性から不透水である。しかし長期的な地下水との反応により腐食

し腐食生成物を生じながら脆弱になり，時に食孔を生じたりする。腐食により水理的に連続した

空隙となった時点で，鋼材の不透水性は損なわれる。 
支保の透水係数が増加した場合，施設周辺及び処分施設内の地下水流動，地下水流速が影響を

受けるが，その影響は緩衝材，構造躯体，充填材の健全性の程度によって異なる。支保の透水係

数が増加したとしても，緩衝材及びその内側の部材の水理的な健全性が損なわれていなければ安

全性への影響は小さいが，支保の透水係数が増加した時点で既に緩衝材及びその内側の部材の水

理的な健全性が損なわれている場合には処分施設内の地下水流入量及び地下水流速を増加させ安

全性への影響は顕著となる。 
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3.4 埋め戻し材 

候補材料には，礫や砂にベントナイトを混合した材料とセメント系材料が考えられている。ベ

ントナイトを混合した材料が使用される場合には，緩衝材に比べ遮水機能は期待されていないた

め，緩衝材よりもベントナイトの含有率が少ない材料が使用されると考えられる。 

埋め戻し材は，処分施設に関連する坑道をもとの地質環境に戻すために用いられるため，施設

周辺の母岩の透水係数と同程度以下の透水係数となる様に施工される。ベントナイトは，地下水

の浸入によるスメクタイトの層間距離の増加により膨張し，礫，砂，ベントナイト間の空隙を埋

めることにより透水係数が低下する。 

埋め戻し材は，地下水の浸入により短期的にはベントナイトの流出や鋼材の腐食に従って発生

した水素等のガス移行による水みちの形成，長期的には高 pH 環境下におかれた地下水との反応に

よるベントナイトの変質により透水係数が増加すると考えられている。埋め戻し材の水理特性の

低下は，施設周辺の岩盤，及び施設内の地下水流動，地下水流速に影響があり，特に埋め戻し材

の内部において貫通して連続する水みちが形成された場合には，処分施設内の地下水流速が著し

く増加し，その結果として処分坑道内における核種の移行時間が極めて短くなる可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
各部材の水理特性に関しては，材料の透水係数の測定という観点からは多数の試験研究が成さ

れている。一方，HLW の試験研究では，原位置の岩盤に対する適応性に関する試験研究が実施さ

れており，それぞれその適応性が示されつつある。 

 
4.1.1 プラグ及びグラウト 

杉田ら2)3)はカナダの地下研究施設（URL）において原位置における実規模プラグのシーリング

性能及び粘土グラウトに関する実証試験を実施している。深度 420m の試験坑道（長軸 4.375m，

短軸 3.5m の楕円断面）において低発熱高流動コンクリート製プラグと粘土プラグを設置し，プ

ラグ内及び周辺岩盤中に合計 928 点の間隙水圧，含水比，応力，変位等の測定機器を配置した。

加圧室内の圧力を 800，2000，4000kPa と段階的に上昇させ，両プラグ，及びその周辺岩盤での

挙動の経時変化を連続的に測定した。その結果として，粘土プラグでは 1ml/min，コンクリート

プラグで数十 ml/min の少ない漏水量であり，透水係数も粘土プラグで 10-12m/s オーダ，コンク

リートプラグでも 10-10m/s のオーダであったことを報告している（図 1 参照）。 
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図 1 シーリング試験概略図と圧力，湧水量の時間変化 

4.1.2 支保 

核燃料サイクル開発機構4)では，吹付コンクリートの透水性に関して地上の模擬トンネルにお

ける HFSC と OPC の吹き付け試験が実施されている。HFSC は，OPC にシリカフュームと多量のフラ

イアッシュを混合させた低アルカリ性コンクリートであり，自己充填性の高い高流動性コンクリ

ートである。HFSC と OPC に対して吹付け後にコア採取し，そのコアに対して透水試験を実施した

ところ OPC に対しては 10-10m/s のオーダの低透水性が確認されている。HFSC の透水係数に関して

は，OPC に対して 3 桁大きい結果が得られたと報告しているが，試験結果に対しては更なる試験

検討が進行中である。 

また吹付コンクリート以外の設備に関しては実規模の施工試験等の該当例がないが，支保に使

用されるセメント系材料や鋼材については特殊な材料が使用されない場合には「充填材での水理

特性」「構造躯体での水理特性」に記載される内容が使用できるものと考えられる。 
 
4.1.3 埋め戻し材 

埋め戻し材の透水特性に関しては，H12 レポート5)において，礫もしくは礫とケイ砂を添加材と

したベントナイトのベントナイト混合率と有効粘土密度に対する透水係数が示されている。ベン

トナイト混合率に関しては 15wt%程度以上ベントナイトを増加させても透水係数はオーダでは変

化していないこと，また有効粘土密度が 0.9Mg/m3以上であれば透水係数がオーダで変化しないこ

とがわかっている（図 1 参照）。 
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図 1 ベントナイト混合率，有効粘土密度と透水係数の関係 

4.2 経時変化予測 

第１次TRUレポート1)では処分施設が再冠水するまでの時間として２次元の飽和-不飽和解析の

結果から 大 300 年と記載しているが，解析モデルではプラグ，グラウト，支保，埋め戻し材の

各部材のうち埋め戻し材だけがモデル化されている。 

 
4.2.1 プラグ 

プラグは処分施設の閉鎖時に施工され，処分施設の閉鎖後母岩もしくは吹き付けコンクリート

等の支保から地下水の浸入を受ける。プラグにセメント系材料が使用された場合，処分施設閉鎖

後の比較的短い時間からアルカリ成分の溶出が起き，またベントナイト系材料の場合にも随伴鉱

物の溶脱によりイオンの溶出が起きると考えられる。また長期的にはセメント系材料が使用され

た場合も，ベントナイト系材料が使用された場合もプラグは地下水との反応により徐々に変質が

進行すると考えられる。 
 

4.2.2 支保 

支保は処分坑道の掘削時に施工される。ロックボルトや鋼製セグメントの場合，地下水との接

触により腐食が進行する。コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場うちコンクリ

ートは施工時より母岩から地下水の浸入を受け，アルカリ成分や Ca2+が溶出し，長期的には地下

水との反応により変質すると考えられる。 

 
4.2.3 グラウト 

グラウトは処分坑道の掘削時に施工され，施工時から母岩からの地下水の浸入を受ける。地下

水との接触によりグラウトにセメント系材料が使用された場合にはアルカリ成分が溶出すると考

えられる。またこの時グラウトの構成鉱物と地下水との反応が開始される。グラウトに浸入した

地下水は処分坑道内に侵入し，処分坑道内に設置されたポンプによって処分施設外に排水される。

処分施設閉鎖後においてはポンプによる排水が停止し，処分施設内は再冠水する。再冠水後にお

いてもグラウトからのイオンの溶出とグラウトの構成鉱物と地下水との反応は継続して起き，グ

ラウトは変質すると考えられる。 
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4.2.4 埋め戻し材 

埋め戻し材は処分施設の閉鎖時に施工される。母岩や吹き付けコンクリートから地下水の浸入

を受け再冠水する。地下水との接触により，埋め戻し材にセメント系材料が使用された場合には

アルカリ成分の溶出が考えられる。また埋め戻し材の構成鉱物と地下水との反応が開始される。

再冠水後においても埋め戻し材からのイオンの溶出と埋め戻し材の構成鉱物と地下水との反応は

継続して起き，埋め戻し材は変質すると考えられる。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材の変質の時間変化 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし 
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ＸＨ－０２：付帯設備の飽和 

 
１．名称 
付帯設備の飽和（XH-02） 

 
２．概要 
処分施設閉鎖直後では，プラグ，支保，埋め戻し材の各部材は不飽和となっており，処分施設

の再冠水中はこれらの部材を通して施設周辺の母岩から地下水が浸入する。処分施設の再冠水時

には，処分施設内の各部材は飽和時と比べて異なる水理特性を示すため，処分施設が再冠水し処

分施設内外の地下水流動が定常に達した後に比べて地下水の流れの方向と流速が異なることが懸

念されている。 
 

３．安全性への影響機構 
プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材は施工直後から処分施設周辺の母岩からの地下水の浸入

を受ける。止水のために使用されるグラウトは処分施設閉鎖直後に飽和している可能性があるが，

プラグ，支保，埋め戻し材は処分施設閉鎖直後では不飽和である。処分施設の再冠水中において

は，これらの部材も施設周辺の母岩から浸入する地下水により再冠水し，飽和度が変化する結果，

水理特性が非定常に変化し，このためプラグ，グラウト，支保，埋め戻し材での地下水流動も飽

和時と比べて異なるため，溶質の移動および核種の移流・分散に影響する可能性がある。また，

処分施設内は建設・操業中に取り込まれた大気により一時的に酸化性環境となる可能性があり，

気液二相状態もしくは溶存酸素が不飽和時に移動する可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

第１次 TRU レポート1)では，処分坑道の再冠水時間を求めるために２次元の飽和－不飽和解析

を実施した例2)はあるもののそのモデル化においては，グラウト，プラグ，支保はモデル化され

ていない。また処分施設の再冠水時には，核種閉じ込め性能の観点から有利に働くことから安全

評価上考慮されていない。TRU 廃棄物処分と同じ地層処分に相当する高レベル放射性廃棄物の処

分では，オーバーパックが破壊するまでに 1,000 年の時間を見込んでおり，処分施設が再冠水す

るまでに必要な時間はオーバーパックが破壊するまでの時間に比べて短いため性能評価では考慮

されていない3)。このように処分施設の再冠水時間に関連して飽和－不飽和解析や気液二相流モ

デルを用いて解析される場合もあるが，核種閉じ込め性能の観点から有利に働くと考えられるこ

と，また性能評価で対象となる期間に比べて処分施設が不飽和となっている期間が短いことから，

プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材を詳細にモデル化して評価された事例は見当たらない。 
 

4.2 経時変化予測 

処分施設閉鎖直後においては，処分坑道内の支保部材，プラグ，埋め戻し材は不飽和である。

処分施設閉鎖後，施設周辺の母岩から地下水が浸入し，これらの部材は再冠水する。再冠水中は

これらの部材の透水係数，飽和度が非定常に変化し，処分施設内の各部材が再冠水するまで継続
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する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
・ 不飽和領域のモデル化手法には，飽和－不飽和解析以外にも気液似二相流モデルなどの

適用が考えられるものの，どれが 適なモデル化手法であるかについては明らかではな

い。 
 
4.4.2 データに関する不確実性 

・ プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材のうち，それぞれの水理特性を詳細にモデル化さ

れて検討された事例はない。 
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ＸＨ－０３：付帯設備での地下水流動 

 
１．名称 
付帯設備での地下水流動（XH-03） 

 
２．概要 
プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材の地下水流動は，処分施設内の部材の透水係数や施設周

辺及び施設内の地下水流動の影響を受ける。また廃棄体パッケージや鉄筋の腐食により生じたガ

スの移行，廃棄体の崩壊熱の伝播による対流によっても影響を受けることが懸念されている。 
プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材の地下水流動は，プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材

中での核種移行，熱特性，施設周辺の応力場に影響する。 
 

３．安全性への影響機構 

3.1 プラグ 
プラグは緩衝材や埋め戻し材等の処分坑道内に設置した充填物が周辺岩盤と十分適合するまで

移動・流出（膨潤によるはらみ出し）することを防護し，また空洞周辺の掘削影響領域が地下水

の卓越流路となることを防止するために設置される。強度が要求される力学プラグと低透水性，

自己シール性が長期にわたり要求される止水プラグに分類される。 
プラグの候補材料には，ベントナイト系材料とセメント系材料が検討されており，止水プラグ

にはベントナイト系材料が，力学プラグにはセメント系材料が優れていると考えられている。 
ベントナイト製プラグの場合，ベントナイトの変質及び流出によりプラグ自体の透水係数の増

加もしくは卓越流路を生ずる可能性がある。またコンクリート製プラグの場合，セメント系材料

の変質及びひび割れの発生によりプラグ自体の透水係数の変化もしくは卓越流路を生じる可能性

がある。以上の様な現象を生じた場合，プラグ自体を通過する地下水流速が増加するとともに，

処分坑道の周辺に存在する可能性がある掘削影響領域が卓越流路となり地下水通過流量を増加さ

せ，また掘削影響領域が連続して卓越流路となる場合には，ハイドロリックケージ効果により人

工バリアへの地下水流入量が減少する可能性がある。 
 

3.2 グラウト 

グラウトには母岩中の割れ目や空隙や母岩とプラグの間からの地下水の浸入の防止や処分坑道

の補強効果が期待されており，流動性，分散性，強度，低透水性が要求される。 
グラウトには強度の観点でセメント系グラウト，低透水性の観点で粘土系グラウトが検討され

ている。 
処分施設閉鎖後において母岩中の割れ目に使用されたグラウトの低透水性が損なわれた場合，

止水していた割れ目や空隙内の地下水流速を増加させる可能性がある。 
またプラグと母岩の間に用いられたグラウトの低透水性が損なわれた場合，プラグと母岩との

間に卓越流路を生じ処分坑道周辺の掘削影響領域の地下水流速を増加させる可能性がある。 
 

3.3 支保 
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支保は処分坑道の保護を目的として設置もしくは施工される。支保に用いられる設備としては，

鋼製セグメント，コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリート，ロ

ックボルトが挙げられ，これらの使用材料は鋼材もしくはセメント系材料である。支保は処分場

を建設する母岩の強度によって施工されない場合がある。第１次 TRU レポート 1)によれば，結晶

岩の場合無支保，堆積岩の場合厚さ 50cm の支保が設定されている。鋼材の腐食やセメント系材料

の変質，ひび割れ等により支保の低透水性が損なわれた場合，処分坑道周辺に生ずる可能性があ

る掘削影響領域と連続する水みちとなる可能性がある。 

 
3.4 埋め戻し材 

埋め戻し材は処分施設に関連する坑道をもとの地質環境に戻すため施設周辺の母岩の透水係数

よりも小さい透水係数となる様に施工される。埋め戻し材には，礫や砂にベントナイトを混合し

た材料やセメント系材料が検討されている。 
埋め戻し材中での地下水流動は，部材中の間隙や部材中のひび割れ内で起きる。埋め戻し材は

長期的には地下水との接触により変質し，埋め戻し材中の空隙量を変化させ，透水係数を変化さ

せる。その結果，埋め戻し材中の地下水流速が変化する。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材を用いた試験では，主に高レベル放射性廃棄物の処分研

究において原位置における施工性の実証試験が行われており，その適応性が示されつつある。 

プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材を対象とした地下水流動のモデル化には，多孔質媒体モ

デルが用いられることが多いが，設備の規模の観点から当該 FEP で扱われる設備は小さいため，

モデル化されることは少ない。第１次 TRU レポート1)では，処分施設内の地下水流動の把握と核

種移行解析で用いる掘削影響領域中の地下水流量を求めるために２次元定常飽和解析を実施して

いるが，プラグ，グラウト，支保については埋め戻し材もしくは周辺岩盤と同等な透水性をもつ

材料として取り扱われている。 

しかし安全評価の観点では，H12 レポート2)において支保材の劣化が考慮され検討されている。

H12 レポートでは，堆積岩における支保材の劣化等の影響を掘削影響領域幅の増加として捉えて

おり，掘削影響領域を通過する地下水流量をレファレンスケースの 10 倍（0.01m3/y）とした感度

解析的な検討が行われている。その結果では緩衝材外側からの核種移行率が増加することが示さ

れている。 
 

4.2 経時変化予測 

グラウトや支保は施工時より地下水の浸入を受け，材料と地下水との反応が開始される。処分

施設の閉鎖に伴い処分坑道からの排水が停止すると，埋め戻し材やプラグが再冠水する。地下水

は支保からプラグ，埋め戻し材中の飽和度を増加させながら緩衝材や構造躯体中に浸入する。 
地下水との反応によりセメント系材料中のひび割れや鋼材中の大きな孔食の発生が生じた場合

には，ひび割れもしくは孔食が選択的な水みちとなると考えられている。またセメント系材料の

鉱物溶解や地下水との沈殿反応，ベントナイト系材料の劣化，鋼材の腐食（孔食の径が小さいも
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の）が発生した場合には空隙率の変化とともに序々に地下水流動も変化する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
・ プラグ，グラウトの長期的な止水性 
・ プラグ，グラウト，支保，埋め戻し材の長期的な変質の度合いとその影響 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし 
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ＸＭ－０１：付帯設備の力学特性 

 
１．名称 
付帯設備の力学特性（XM-01) 

 
２．概要 
岩盤の掘削には，施工時の安全確保のために支保工・覆工が設けられる。支保工・覆工は掘削

を安全に行えるものであることのほかに，建設・操業・閉鎖の期間にわたって掘削した空洞を安

定に保つことが必要であり，吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼製支保工及び覆工を組み合

わせて用いることを標準としている 1）2）。 

また，処分場の空洞及び掘削により影響を受けた岩盤領域は，放置しておくと深部地層が本来

有している核種移行を遅延する性能に影響を及ぼす，地下水の卓越した流路となるなど，処分場

全体の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，

地質環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。閉鎖の概念は，処

分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生成を防止する

プラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程度に回復させ

るグラウトなどの要素技術から構成される 1）2）。 

プラグ／グラウト／支保工／埋戻材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土系

材料），セメント系材料及び鋼材であり，それらの力学特性として弾性係数，ポアソン比，圧縮強

度，引張強度，せん断強度等の物性値，ベントナイト系材料の場合には，さらにクリープ特性，

圧密特性等の物性値が挙げられる。また，これらの力学特性は，材料の配合，地下水，応力，載

荷時間・載荷速度，温度，粒径，乾燥密度，含水比等に依存して変化し，処分施設各部の力学特

性，水理特性，化学的環境に影響を与える。 
 
プラグは，坑道の操業段階及び埋め戻し段階に適切な位置と間隔で施工され，以下の機能を必

要とする。 

①処分場の安定（設計）における必須機能として 

・埋戻材の移動，はらみ出しの防止（耐圧機能） 

②安全評価上考慮される機能として 

・アクセス坑道が有意な流路になることの防止（止水機能） 

・破砕帯，亀裂及び弱部の透水性の改善（止水機能） 

プラグは，坑道内の緩衝材と埋戻材の移動，流出を防止する耐圧プラグと止水機能を目的とし

た止水プラグの２種類が検討されている。処分坑道の端部などに設置される埋戻材の膨潤圧など

に耐える機能が要求される耐圧プラグの場合はセメント系材料（コンクリート）の適用が検討さ

れている。一方，処分坑道を横切る破砕帯，亀裂及び弱部の透水性の改善，アクセス坑道が有意

な流路になることの防止を目的とした止水プラグの場合は，自己シール性を有するベントナイト

の使用が適切である 1）2）。 

 

グラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に傷めた部分の修復やプラグ設置
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地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機能を必要とする。 

①処分場の建設における必須機能として 

・建設段階の一時的な止水と補強 

②安全評価上考慮される機能として 

・プラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 

・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 

グラウト材料としては，粘土系とセメント系の材料が候補となっており，低透水性の確保の観

点からは粘土系材料，補強の観点からはセメント系材料が適すると考えられる。粘土系材料とし

ては，止水性に優れたベントナイトを主体とした材料が考えられている 1）2）。 

 

埋戻材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアクセス坑道の埋め戻しに使用され，

掘削された空間を閉鎖以降において元の地質環境と同様の状態に復元・維持し，かつ，放射性核

種の移行の抑制を目的に設置される。埋戻材には次のような機能を必要とする。 

①安全評価上考慮される機能として 

・水理バリアとしての止水性 

・埋め戻し部と空洞部の間を隙間無くシールする自己シール性 

・周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性 

・地下水組成等に悪影響を及ぼさない化学的安定性 

埋戻材には，処分場の部位に応じて，礫や砂にベントナイトを混合した材料あるいはセメント

系材料が考えられている 1)。ベントナイト系材料を用いた埋戻材は，ベントナイトの膨潤性，低

透水性により水理バリアとしての止水性，間隙が生じやすい坑道天端部近傍や，割れ目などの地

下水移行経路を閉鎖する自己シール性，周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性が期待される。 

 

支保工は，建設・操業・閉鎖までの期間，処分坑道周辺の母岩の安定性の確保と変形を抑制す

ることを主な目的に設置され，以下の機能を必要とする。 

①建設・操業・閉鎖時における岩盤の力学的安定性の確保に必要な機能 

・坑道掘削により生じる応力・変形を，周辺母岩と一体となり支保する力学的安定性 

・坑道内作業の安全性確保のための，岩盤肌落ちの防止 

・ベントナイト系材料が地下水と接触することを防ぐための遮水性 

支保工部材として，岩盤条件や地盤状況に応じて，吹付けコンクリート，場所打ちコンクリー

ト，ロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメント，RC セグメントなどの適用が

考えられており，材料として鋼材とセメント系材料が用いられる 2)。 

 
３．安全性への影響機構 
1)プラグ 

セメント系プラグの力学特性は，それ自身に発生する応力や変形を決定する。さらに，セメン

ト系プラグ自身の力学的な強度を決定するものであるため，外力に対する破壊やひび割れの発生

程度を支配するものである。セメント系プラグは坑道内の緩衝材と埋戻材の移動，流出を防止す

ることが期待されているが，力学特性は，これらの機能が発揮できるかどうか大きな影響を与え
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ると考えられる。 

一方，ベントナイト系プラグの力学特性は，それ自身に発生する応力や変形を決定するもので

ある。ベントナイト系材料の場合，セメント系材料が有する力学特性のほかに，圧密・クリープ

特性や，塑性変形特性，膨潤特性などベントナイトが有する力学特性により応力や変形が支配さ

れる。また，膨潤変形，圧密・クリープ変形や塑性変形の発生は，密度・空隙特性が変化し，透

水特性に影響を与える可能性がある。 

 

2)グラウト 

セメント系グラウトの力学特性は，セメント系グラウトに発生する応力や変形及びそれ自身の

強度を決定するものである。所定の力学特性を満足しない場合は，セメント系グラウトに期待さ

れる，岩盤の掘削影響領域や亀裂の強度補強に影響を与える可能性がある。また，グラウトの耐

力を決定するものであるため，発生する応力によって破壊やひび割れの程度に影響を与える。 

 一方，ベントナイト系グラウトの力学特性も同様に，それ自身に発生する応力や変形を決定す

る。ベントナイト系グラウトは主に母岩の掘削緩み領域や亀裂部分の止水機能を期待している。

止水機能は主にベントナイトの膨潤性や低透水性によって決定されるため，力学特性としての膨

潤性は止水機能へ影響を与えると考えられる。 

 

3)埋戻材 

ベントナイト系埋戻材の力学特性は，埋戻材の応力や変形を決定する。ベントナイト系材料の

埋戻材には，止水性，自己シール性，応力緩衝性などを発揮することが期待されている。ベント

ナイト系材料の力学特性である膨潤性や圧密変形，塑性変形などの変形特性は，これらの機能に

影響を与えると考えられる。また，膨潤変形，圧密・クリープ変形や塑性変形の発生は，密度・

空隙特性が変化し，透水特性に影響を与える可能性がある。 

セメント系埋戻材の力学特性は，それ自身に発生する応力や変形を決定する。さらに，セメン

ト系プラグ自身の力学的な強度を決定するものであるため，外力に対する破壊やひび割れの発生

程度を支配するものである。 

 

4)支保工 

セメント系材料や鋼材を使用した支保工には，吹付けコンクリート，二次覆工，RC セグメント，

ロックボルト，鋼製支保工などが挙げられる。これらの力学特性は，それ自身に発生する応力や

変形を決定する。さらに，力学的な強度を決定するものであるため，外力に対する破壊やひび割

れの発生程度を支配するものである。支保工は，建設・操業・閉鎖に期間において，岩盤の力学

的安定性を確保する機能が期待されているが，これらの力学特性によって影響を受けると考えら

れる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 ベントナイト系材料の力学特性 
(1) 圧裂試験 
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乾燥密度が約1.4，1.6，1.8，2.0Mg/m3，ケイ砂混合率が0，20，30wt%の緩衝材を用いた岩石

の引張強さ試験方法（JIS M 3030）に準拠した試験結果によると，供試体の乾燥密度が大きい

ほど，ケイ砂混合率が小さいほど引張強度は大きくなること，圧縮ベントナイトの引張強度は，

有効粘土密度との関係において１本の指数曲線によって表現できることが得られている3）。 

ただし，圧裂試験より求められる引張強度は，供試体のスケール効果や載荷板との接触部分

の拘束条件の影響が大きく，一軸引張強度に比べ一般に1～3割程度大きい値になることが知ら

れており，評価には注意が必要である4）。しかし，通常，力学的な評価を行う場合，ベントナイ

ト系材料の引張強度は0として設定する場合が多い。 
 

(2) 一軸圧縮試験 

地盤工学会基準JGS T 5115）に準拠した試験によると，一軸圧縮強度，弾性係数は含水比が高

い程低下するが，一軸圧縮強度は飽和に近づくにつれて減少の割合は小さくなるのに対し，弾

性係数の減少の割合はほぼ一定である3）。 

実験結果のデータを基に，一軸圧縮強度～有効ベントナイト密度（クニゲルV1）の関係をま

とめた例を図１に示す6)。Na型ベントナイトとCa型化ベントナイトを用いた試験結果から，一軸

圧縮強度は種類によらず有効ベントナイト乾燥密度が高いほど大きな値を示す。有効ベントナ

イト乾燥密度1.2Mg/m3程度以上においてはCa型化ベントナイトの値がNa型より大きく，それ以

下の密度においてはほぼ同等である。また，弾性係数も種類によらず有効ベントナイト乾燥密

度が高いほど大きな値を示す。有効ベントナイト乾燥密度1.3Mg/m3程度以上においてはCa型化

ベントナイトの値がNa型より大きく，それ以下の密度においてはNa型より小さな値を示す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 一軸圧縮強度～有効ベントナイト密度(クニゲルV1) 

 
(3) 一次元圧密試験 

一次元圧密試験を，乾燥密度1.6Mg/m3の30wt%ケイ砂混合体及び乾燥密度1.6Mg/m3と1.8Mg/m3

のベントナイト単体について，基本的に地盤工学会基準JGS T411 に準拠して実施した3）7）。そ

の結果によると，圧密降伏応力はそれぞれの仕様における膨潤応力より若干大きい値となり，
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圧密初期の段階では過圧密状態にあることが分かった。膨潤指数は19.6MPaにおける点と膨潤圧

相当まで除荷した点とを結んだ傾きにより求めたが，除荷－再載荷過程は大きなヒステリシス

関係にあるため，どこの傾きをとるかによって大きく値が異なることに留意する必要がある。

一般の飽和粘性土では圧縮指数は初期乾燥密度に依存しないが，本試験では，乾燥密度1.6Mg/

m3 と1.8Mg/m3 のベントナイト単体で若干の初期乾燥密度依存性が認められた8）。 

Na型及びCa型化ベントナイト(初期乾燥密度1.6Mg/m3)について，圧密試験前に膨潤させるこ

とによって初期間隙比を変えた数ケースの圧密試験より，正規圧密曲線，膨潤曲線の双方が膨

潤履歴によらないことが示唆された9）。 

Na型及びCa型化ベントナイト単体試料並びにそのケイ砂混合試料の圧密試験結果8）9）10）11）か

ら，圧縮指数はCa型化によらずケイ砂の混合率の増加に応じて減少することが示唆された12）。

また，膨潤指数は除荷直後の勾配はCa型化及びケイ砂混合によらないが，しだいにNa型ベント

ナイトの方がCa型化ベントナイトに比べ非線形の膨潤挙動を示すことが示唆された12）。 
 
(4) 圧密非排水三軸圧縮試験 

CU試験は，乾燥密度1.6Mg/m3の30wt%ケイ砂混合体及びベントナイト単体について実施した3）

13）。試験方法，手順などは基本的に地盤工学会基準JGS T 523 に準拠している。正規圧密の範

囲では，応力経路は有効拘束圧に関係なくほぼ同じ傾向を示している。また，過圧密状態に近

い供試体（ベントナイト単体では有効拘束圧1.0MPa，ケイ砂混合体では有効拘束圧0.5MPa）は，

せん断による平均有効応力の変化は正規圧密状態のものに比べ小さく，せん断による正負ダイ

レタンシー挙動をほとんど示していない。破壊時の平均有効応力と軸差応力の関係を原点を通

る直線で結んだ傾き（限界状態パラメータ）はベントナイト単体で0.58，ケイ砂混合体で0.63 

となり，内部摩擦角にするとベントナイト単体で15.3°，ケイ砂混合体で16.6°となる。 

Na型及びCa型化ベントナイト（乾燥密度1.6Mg/m3）に対して，せん断前に膨潤させて初期間

隙比を変えた供試体に対して実施した三軸試験より，初期により膨潤させた（より初期間隙率

の高い）供試体の方が限界状態パラメータは若干小さくなる傾向がみられた9）10)。 

Na型及びCa型化ベントナイト単体試料並びにそのケイ砂混合試料の三軸圧縮試験結果3）8）9）1

0）11）13）から，限界状態定数MはCa型化によらずほぼ同等の値を示すこと，ケイ砂混合率が高い

ほど大きな値を示すことが示唆された12）。 
 
(5) 圧密非排水三軸クリープ試験 

クリープ試験は，乾燥密度1.6Mg/m3の30wt%ケイ砂混合体について実施した3）。供試体寸法は

直径50mm，高さ100mm，有効拘束圧約3.0MPaとし，3t法で圧密終了を確認した後クリープ荷重を

載荷した。載荷応力は同じ有効拘束圧下で行った。方法，手順などは基本的に地盤工学会基準J

GS T523 に準拠している。 

5ヶ月の載荷時点でいずれの供試体も2次クリープ状態で軸ひずみは漸増しているが，応力度7

0%でも軸ひずみは1.9%程度にしか達しなかった。載荷初期においては，載荷応力が大きいほど

ひずみ速度は大きいが，時間が経過するにつれて一定の関係に収束する結果となった3）。 

 
(6) 動的三軸試験 
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試験は，乾燥密度1.6Mg/m3と1.8Mg/m3のベントナイト単体，乾燥密度1.6Mg/m3の30wt％ケ

イ砂混合体の飽和条件及び不飽和条件で行った。試験方法，手順などは地盤工学会基準JGS T 
542 を基に設定した。 
各応力振幅載荷段階で動的ポアソン比を計測したが，飽和条件のすべてのケースで動的ポア

ソン比は0.5に近い値となり，不飽和条件ではおよそ0.1～0.3の間でばらついた14）。等価せん断

剛性率，履歴減衰定数にひずみ依存性が認められ，土質材料一般の非線形性と同様な傾向を示

した。また，等価せん断剛性率は拘束圧が高いほど大きくなったが，せん断ひずみγ=0 に相当

するせん断剛性Gmax との比G/Gmax や履歴減衰定数には顕著な拘束圧依存性は見られなか

った15）。 
 

4.1.2 セメント系材料の力学特性 

(1) 物性値 
セメント系材料の力学特性を表す弾性係数，ポアソン比，圧縮強度，引張強度等の物性値は，

コンクリート標準示方書16)などの既存指針類を参照することができる。 

 
(2)セメント水和物溶解の影響 

長期的には，充填材中のセメント鉱物は地下水へと溶解し，地下水中のイオンと反応するこ

とにより経時的に変質する。 

この変質による強度特性への影響についてモルタルを用いた試験研究例を図 2に示す 17）。こ

の図では，水セメント比及び配合をパラメータとした劣化試験でのセメントの細孔量と圧縮強

度の関係を示している。なお，この試験例は，普通ポルトランドセメント（OPC）及び細骨材と

して豊浦標準砂を用いて作製したモルタル供試体を電気化学的手法により強制的に劣化させる

劣化促進試験により実施している。 

 

図2 セメント供試体細孔量と圧縮強度の関係17） 

 

モルタルにイオン交換水を通水させた試験 18)においてもセメントペースト中のカルシウム

溶出割合と空隙率，圧縮強度との間に相関が認められており，実験式が示されている。 

セメントペーストを用いた試験研究では，高い水セメント比（85～105%）のセメントペース

トにイオン交換水を通水させた試験 19)，硝酸ナトリウム溶液を通水させた試験 20)においてセメ

ントペースト中のカルシウム溶出割合と圧縮強度の関係が示されており，この関係は溶液の種
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類に依存しないとされている。また，より広範囲の水セメント比（40～105%）のセメントペー

ストをイオン交換水に浸漬させた試験 21)ではビッカース硬度の測定を介して成分の溶出と圧

縮強度の関係を求めている。 
 

(3) 温度の影響 
100℃以上の高温が持続すると，乾燥が激しくなって微細な収縮ひび割れが骨材とペーストと

の境界面に生じる。また，常温と高温の温度変化が繰り返し作用すると，強度と弾性係数が低

下し体積膨張が生じる22）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 各種骨材コンクリートの残存強度と静弾性係数 22） 

（Fc：圧縮強度，Ft：引張強度，Es：静弾性係数） 
 

ただし，加熱 高温度が500℃以下の場合には，コンクリートの強度は冷却後約１ヶ月で 低

値を示すがそれ以後は回復し，冷却後約1年で90%以上となることが知られている。また，水分

が補給される材質被害がかなり回復することもある23）。85℃程度までであればコンクリートの

力学特性に対する影響が小さいことが実験的に示されている24）。 

 
(4) 放射線の影響 

セメント系材料は，核種の放射性壊変による放射線によって放射線損傷を受ける可能性があ

る。セメント系材料の放射線損傷は，廃棄体での核種の崩壊・生成，構造躯体での核種の崩壊・

生成が原因となっている。廃棄体のセメント固化マトリクスあるいはセメントグラウトがγ照

射（9～12MGv）を受けた場合，その大半は顕著な変化を示さないこと，いくつかのサンプルで

は表面の変色が確認されたこと，BFS/OPC のグラウトの場合は削剥，亀裂，破壊が確認された

ことが報告されている。セメント系材料のコンクリートに 大 190MGv までの大線量のγ照射を

行っても，材料の質量，弾性係数，圧縮強度，細孔径分布に若干の付加的影響が確認されたの

みで，有意な影響は持たないとの報告がある 25）。 
 
4.1.3 鋼材の力学特性 
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(1) 物性値 
鋼材の力学特性を表す弾性係数，ポアソン比，圧縮強度，引張強度等の物性値は，コンクリ

ート標準示方書17)などの既存指針類を参照することができる。コンクリート標準示方書17)では

以下のように示されている。また，JIS G 3112では鉄筋コンクリート用棒鋼の機械的性質とし

て，表1のように示されている26)。 

・鋼材の引張降伏強度の特性値 fyk及び引張強度の特性値 fukは，それぞれの試験強度に基づ

いて定めるものとする。引張試験は，JIS Z 2241「金属材料引張試験方法」による。 

 ・鋼材（鉄筋，構造用鋼材，PC 鋼材）のヤング率は，一般に 200kN/mm2としてよい。 

 ・鋼材のポアソン比は，一般に 0.3 としてよい。 

 ・鋼材の熱膨張係数は，一般にコンクリートの熱膨張係数と同じとしてよい。 
 

表 1 鉄筋の機械的性質 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 腐食膨張 

鉄筋は，腐食により約 2.5 倍に体積膨張する。また，腐食により，鋼材の強度，弾性係数な

どの物性値は低下する。体積膨張による膨張圧によって，セメント材料にひび割れやはく離を

生じさせる 27）。 
 
4.2 経時変化予測 

4.2.1 ベントナイト系材料の変質 
ベントナイト系材料（プラグ／グラウト／埋戻材）の経時的な変質として，陽イオン交換・モ

ンモリトナイト溶解・ゼオライト化・C-S-H 生成・バイデライト化・イライト化・擬クロライト

化などがあり，変質に応じて膨潤圧や強度などの力学特性が変化することが予想される。TRU 廃

棄物処分施設を考える場合，セメント系材料の使用は避けることができないので，ベントナイト
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の陽イオン交換・モンモリロナイト溶解・ゼオライト化・C-S-H 生成に伴う力学特性の変化には

注目する必要がある。しかし，変質自体の評価にも不確実性がある 1）。 

 
4.2.2 ベントナイト系材料の流出 

破砕帯や亀裂部に設置されたベントナイト系プラグや，ベントナイト系グラウトの場合は，破

砕帯や亀裂部内での地下水流速の程度によるが，材料が流出する可能性がある。流出によってベ

ントナイトの密度が低下し，力学特性や水理特性などに影響を及ぼす場合，プラグやグラウトに

期待されている止水性が低下する可能性がある。 
 
4.2.3 ベントナイト系材料の変形 

埋戻材やプラグは，閉鎖後から長期にわたって母岩のクリープ変形，飽和後のベントナイト系

材料の膨潤圧，金属類の腐食膨張変形などの外力，廃棄体からの発熱や周辺母岩の地熱による熱

作用を受ける。これらの外力や熱の作用により埋戻材やプラグは，圧密変形や塑性変形を発生し，

その力学特性が変化する可能性がある。 
 

4.2.4 セメント系材料の変質 
セメント系材料（プラグ／グラウト／支保工）は，経時的に内部のセメント鉱物が地下水へと

溶解して地下水中のイオンと反応して変質する。その変質により多孔質化やひび割れ発生に起因

する空隙率の増加，密度の低下，結合力の喪失などの力学特性の変化が生じると考えられる。 
 
4.2.5 鋼材の変質 

支保工等に用いられる鋼材は，地下水と接触してから腐食が促進する。セメント系材料やベン

トナイト系材料が地下水で飽和した後は，酸素の供給が制限されるため，水の還元による鋼材の

嫌気性腐食が進行するものと想定される。鋼材の腐食に伴う膨張により，支保工部材やプラグ等

のひび割れ，応力変化とそれに伴う変形が発生すると考えられ，これらの影響で材料の力学特性

が変化すると想定される。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
 特になし。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 
(1) ベントナイト系材料 

セメント系材料の長期的な劣化・体積減少に伴う，ベントナイト系材料の非線形な膨潤挙動

の取り扱いに留意する必要がある。また，応力を規定する力学特性の温度，含水比，応力等に

対する依存性についての知見やデータは，現状においては十分ではなく，今後さらにその依存
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性について検討する必要がある。 

ベントナイト系材料は，地下水が浸潤することで膨潤し力学特性に変化が生じる。したがっ

て，ベントナイト系材料の力学特性は，処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を受けるこ

とになる。緩衝材の力学特性に関しては，当該処分場の塩水も含めた現実的に取り得る地下水

組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することも必要である。 

(2) セメント系材料 

セメント系材料（プラグ／グラウト／支保工）の変質による力学特性の変化についての知見

やデータは，セメントペーストやモルタルを対象とした試験研究が行われているものの，現状

では十分とは言えない状況である。 

(3) 鋼材 

鋼材の力学特性に影響を与える腐食は，浸潤してきた地下水に接してから促進される。した

がって，鋼材の力学特性は，処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を受けることになる。

鋼材の力学特性に関しては，当該処分場の塩水も含めた現実的に取り得る地下水組成及びその

時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することも必要である。 
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ＸＭ－０２：付帯設備の応力・変形 

 
１．名称 
付帯設備の応力・変形（XM-02） 

 
２．概要 
岩盤の掘削には，施工時の安全確保のために支保工・覆工が設けられる。支保工・覆工は掘削

を安全に行えるものであることのほかに，建設・操業・閉鎖の期間にわたって掘削した空洞を安

定に保つことが必要であり，吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼製支保工及び覆工を組み合

わせて用いることを標準としている 1）2）。 

また，処分場の空洞及び掘削により影響を受けた岩盤領域は，放置しておくと深部地層が本来

有している核種移行を遅延する性能に影響を及ぼす，地下水の卓越した流路となるなど，処分場

全体の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，

地質環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。閉鎖の概念は，処

分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生成を防止する

プラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程度に回復させ

るグラウトなどの要素技術から構成される 1）2）。 

プラグ／グラウト／支保工／埋戻材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土系

材料），セメント系材料及び鋼材であり，これらの応力は，外的な応力や変形の作用，温度やベン

トナイト系材料自身の膨潤や流出などによる内部応力や変形の発生などに起因して生じる。発生

した応力は，プラグ，グラウト，支保工，埋戻材，緩衝材及び周辺母岩等の応力に影響を与える。

また，これらの応力は，材料の配合，地下水，応力，載荷時間・載荷速度，温度，粒径，乾燥密

度，含水比等に依存して変化し，処分施設各部の応力及び変形に影響を及ぼす。この変化により，

処分施設各部の力学特性，水理特性，化学的環境が影響を受ける。 
 
プラグは，坑道の操業段階及び埋め戻し段階に適切な位置と間隔で施工され，以下の機能を必

要とする。 

①処分場の安定（設計）における必須機能として 

・埋戻材の移動，はらみ出しの防止（耐圧機能） 

②安全評価上考慮される機能として 

・アクセス坑道が有意な流路になることの防止（止水機能） 

・破砕帯，亀裂及び弱部の透水性の改善（止水機能） 

プラグは，坑道内の緩衝材と埋戻材の移動，流出を防止する耐圧プラグと止水機能を目的とし

た止水プラグの 2 種類が検討されている。処分坑道の端部などに設置される埋戻材の膨潤圧など

に耐える機能が要求される耐圧プラグの場合はセメント系材料（コンクリート）の適用が検討さ

れている。一方，処分坑道を横切る破砕帯，亀裂及び弱部の透水性の改善，アクセス坑道が有意

な流路になることの防止を目的とした止水プラグの場合は，自己シール性を有するベントナイト

の使用が適切である 1）2）。 
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グラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に傷めた部分の修復やプラグ設置

地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機能を必要とする。 

①処分場の建設における必須機能として 

・建設段階の一時的な止水と補強 

②安全評価上考慮される機能として 

・プラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 

・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 

グラウト材料としては，粘土系とセメント系の材料が候補となっており，低透水性の確保の観

点からは粘土系材料，補強の観点からはセメント系材料が適すると考えられる。粘土系材料とし

ては，止水性に優れたベントナイトを主体とした材料が考えられている 1)2)。 

 

埋戻材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアクセス坑道の埋め戻しに使用され，

掘削された空間を閉鎖以降において元の地質環境と同様の状態に復元・維持し，かつ，放射性核

種の移行の抑制を目的に設置される。埋戻材には次のような機能を必要とする。 

①安全評価上考慮される機能として 

・水理バリアとしての止水性 

・埋め戻し部と空洞部の間を隙間無くシールする自己シール性 

・周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性 

・地下水組成等に悪影響を及ぼさない化学的安定性 

埋戻材には，処分場の部位に応じて，礫や砂にベントナイトを混合した材料あるいはセメント

系材料が考えられている 1)。ベントナイト系材料を用いた埋戻材は，ベントナイトの膨潤性，低

透水性により水理バリアとしての止水性，間隙が生じやすい坑道天端部近傍や，割れ目などの地

下水移行経路を閉鎖する自己シール性，周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性が期待される。 
 
支保工は，建設・操業・閉鎖までの期間，処分坑道周辺の母岩の安定性の確保と変形を抑制す

ることを主な目的に設置され，以下の機能を必要とする。 

①建設・操業・閉鎖時の岩盤の力学的安定性の確保（設計）に必要な機能 

・坑道掘削により生じる応力・変形を，周辺母岩と一体となり支保する力学的安定性 

・坑道内作業の安全性確保のための，岩盤肌落ちの防止 

・ベントナイト系材料が地下水と接触することを防ぐための遮水性 

支保工部材として，岩盤条件や地盤状況に応じて，吹付けコンクリート，場所打ちコンクリー

ト，ロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメント，RC セグメントなどの適用が

考えられており，材料として鋼材とセメント系材料が用いられる 2)。 
 
３．安全性への影響機構 
プラグ／グラウト／支保工／埋戻材の応力・変形は，母岩の地圧やクリープ変形，廃棄体や岩

盤からの熱，緩衝材の膨潤圧，金属類の腐食膨張圧・ガス圧など様々な要因による作用力により

影響される。これらの作用力により発生する応力は，各部位の力学特性に依存する。また，ベン

トナイト系材料を使用した場合，それ自身が発生する膨潤圧が拘束されることによる応力も発生
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する。 

 

1）プラグ 

 プラグに発生する応力は，隣接する岩盤や緩衝材，構造躯体などからの作用力，又は，岩盤及

び廃棄体から伝達される熱により発生する。 

緩衝材や埋戻材のはらみ出しを防止するセメント系プラグの場合，発生する応力がプラグの耐

力を上回る場合，ひび割れなどの損傷が生じ，緩衝材や埋戻材のはらみ出しや核種移行経路の形

成に影響を与える可能性がある。 

 一方，破砕帯や亀裂部に設置された止水を目的とするベントナイト系プラグの場合，再冠水後

では応力が発生すると，その応力緩衝性により容易に変形する。そのため過大な体積増加や材料

流出が生じ密度が低下しない限り，主な機能である止水性に大きな影響はないと考えられる。ま

た，ベントナイト系プラグはその膨潤圧によって隣接する人工バリアや岩盤に影響を与え，膨潤

圧が大きい場合には，岩盤の亀裂や人工バリアに損傷を与える可能性もある。 

 

2）グラウト 

グラウトは岩盤の亀裂中に注入されるため，グラウトに発生する主な応力は，岩盤の地圧やク

リープ変形によるものであると考えられる。 

セメント系材料を使用したグラウトは，岩盤の亀裂に充填することにより，岩盤強度の補強や

止水性を確保する。セメント系グラウトは亀裂内で固化した後，岩盤の地圧やクリープにより応

力が発生する。この応力がグラウトの耐力を上回るとひび割れ等が発生し，強度補強機能や止水

機能が低下する可能性がある。一方，ベントナイト系グラウトは，岩盤の亀裂に充填することに

よりその部分の止水性を確保する。セメント系グラウトと同様に，充填後は主に岩盤の地圧やク

リープ変形によって応力を発生すると考えられるが，ベントナイト系の場合，その応力緩衝性に

より容易に変形することから，過大な体積増加や材料流出が生じ密度が低下しない限り，止水性

に影響は及ぼさないと考えられる。 

 

3）埋戻材 

埋戻材は，隣接する支保工や構造躯体又は緩衝材からの作用力や，岩盤及び廃棄体から伝達さ

れる熱により応力が発生する。ベントナイト系材料の埋戻材は，その応力緩衝性により隣接する

部位の変形に対して容易に追従することが可能であるため，過大な体積増加や材料流出による密

度低下が生じない限り，埋戻材としての機能は保たれると考えられる。一方，セメント系材料の

埋戻材では，発生する応力がその耐力を上回ると，ひび割れや損傷を生じ，核種移行経路を形成

する可能性がある。 

 

4）支保工 

 支保工は，隣接する岩盤，埋戻材及び緩衝材からの作用力や岩盤，廃棄体から伝達される熱に

より応力が発生する。吹付けコンクリート，二次覆工，ロックボルトなどの支保工に発生する応

力がそれらの部材の耐力を上回るとひび割れや破損を生じ，力学特性が変化し，隣接する岩盤や

緩衝材との応力分担が変化する。これにより，岩盤に発生する応力が増加すると，岩盤の変形や
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亀裂を増加させ，力学・水理特性に影響を与える可能性がある。このように岩盤の変形や亀裂が

増えることにより，建設時に生じた掘削影響領域の拡大に寄与する可能性も考えられる。また，

岩盤の応力が増加することによりクリープ変形を促進させる可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 ベントナイト系材料の膨潤応力 
プラグ／グラウト／埋戻材にベントナイト系材料が使用される場合，膨潤圧を発揮する。 
実験結果のデータを基に， 大膨潤圧～有効ベントナイト密度(クニゲル V1)の関係をまとめた

例を図 1 に示す 3）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 最大膨潤圧～有効ベントナイト密度(クニゲル V1)3） 

 
4.1.2 プラグ／グラウトの応力・変形 

現状ではプラグ／グラウトの形状などを設定して，その応力・変形を評価した事例は見当たら

ない。 
 

4.1.3 埋戻材／支保工の長期的な応力・変形 

支保工，埋戻材を含めた人工バリアをモデル化し，その応力・変形を評価した事例を示す。 
 

(1)クリープによる応力・変形 
長期的な岩盤のクリープ変形による緩衝材の変形に関する大久保モデルを用いて解析した事例

では，堆積岩系において支保工厚 60cm と設定し，その 0～100 万年に至る岩盤のクリープ変形量

を示している。結晶質岩についてはほとんど岩盤，緩衝材には変形が生じず，堆積岩については

空洞天端中央におけるクリープ変位量は，80～90mm 生じるものとなっている（図 2）1）。 
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図 2 処分坑道天端中央におけるクリープ変位量の経時変化（堆積岩系岩盤） 

 
(2)廃棄体の発熱による熱応力の発生 

 廃棄体の発熱による，人工バリア及び周辺岩盤に与える影響を評価した解析事例では，結晶質

岩系岩盤ケースにおいて，廃棄体と躯体は温度上昇によって等方的に膨張し，縦方向，横方向と

も約 5mm 伸びるように変形した。この変形は処分施設の安定性に対して影響を及ぼさない結果で

ある。また，堆積岩系岩盤における廃棄体発熱時の変形を示す。変形量は 大 2mm 以下と，施設

の安定性に対して問題とならない値となった（図 3，図 4）1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 廃棄体発熱による変形（結晶質岩）  図 4 廃棄体発熱による変形（堆積岩系） 

 
(3)緩衝材の膨潤応力の発生と周辺岩盤への影響 

 緩衝材の膨潤応力を温度荷重に置き換えた熱応力解析により，膨潤圧についての処分施設及び

周辺岩盤への影響を評価した。結晶質岩系岩盤ケースにおいては，変形量は 大で 5cm 程度であ

り，特に問題にならないと考えられる。また，堆積岩系岩盤ケースにおける緩衝材が膨潤した時

の変形は，変形量は 0.5mm 以下であり小さい値となっており，安全性に対する問題はないと判断

されている（図 5，図 6）1）。 
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図 5 緩衝材膨潤時における変形（結晶質岩） 図 6 緩衝材膨潤時における変形（堆積岩系） 

 
 
(4)廃棄体成分の溶出による変化 

処分対象とする廃棄体はセメント固化体が大半を占め，またモルタルで充填するパッケージ化

が行われるためセメント系材料が多量に使用される。セメント系材料等の廃棄体成分が長期的に

溶出し処分施設内部に空隙が発生した場合には，処分施設の崩落などの不連続な事象が生じる可

能性がある。このような事象が生じるかどうかについて，第1次TRUレポートでは廃棄体及び支保

工の弾性係数及び強度がセメント成分の溶出によって初期の1/10になるとして応力再配分の状況

を解析検討している。弾塑性解析の結果によれば，結晶質岩系岩盤（幌型処分坑道）のケースで

廃棄体の変形が 大で0.5mm以下，堆積岩系岩盤（円型処分坑道）のケースで岩盤の変形が 大で

約3mmであり，また，処分施設の応力は閉鎖時とほとんど同じであることから処分施設の安定性に

対して影響を及ぼさないという結果を得ている1）。 

奥津ら4)はセメント成分溶出による応力再配分を緩衝材の膨潤圧による応力変化と同時に，セメ

ント系材料の力学特性の経時変化を考慮しながら評価する手法を構築している。 

 

(5)ガス発生による変化 

ガス移行解析の実施例では，間隙圧力は， もガス発生速度の大きい廃棄体グループで 大11.

9MPaに達するが，人工バリア内部については発生応力が等方等圧に近いことから発生するせん断

力は小さく，材料強度を超えることはないとしている1）。 

 
4.1.4 掘削時における支保工の応力・変形 

H12 レポート 2)においては，理論解（岡の手法）により支保工厚の概略検討を行ったのち，弾

塑性有限要素解析（完全弾塑性モデル）により空洞安定性を検討している。第 1 次 TRU レポート

1)においても同様に，理論解（Egger の手法）により処分深度と支保工厚を概略検討した後，弾塑

性有限要素解析により空洞安定性を検討している。 
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4.1.5 鋼材の応力・変形 

再冠水直後は埋戻材や岩盤内の酸素（間隙及びベントナイト表面に吸着している）が間隙水中

に溶出し，鋼材を腐食する 5）。しかし，酸素はごく初期に消費され，鋼材の腐食生成物により間

隙水は還元性となる。還元性環境下では鋼材の金属腐食反応が進行し，水素を発生する。鋼材は，

この腐食により約 2.5 倍に体積膨張する 6）。この時の膨張圧によって鋼材自体，セメント系材料

の支保工，グラウト，埋戻材，周辺母岩の応力を変化させる。セメント系材料などでは，ひび割

れやはく離を生じて変形，力学特性が変化することが考えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

 プラグ／グラウト／支保工／埋戻材に発生する応力は，廃棄体から放出される熱の変化，再冠

水後の緩衝材の膨潤圧，鋼材腐食による膨張圧・ガス圧，また，長期的に発生する岩盤のクリー

プなどによって変化すると考えられる。また，ベントナイト系材料，セメント系材料及び鋼材は，

以下のような長期的な化学的変質によってその力学特性が変化するため，これに伴って発生する

応力も変化すると考えられる。 
 
4.2.1 ベントナイト系材料の変質 

 ベントナイト系材料（プラグ／グラウト／埋戻材）の経時的な変質として，陽イオン交換・モ

ンモリロナイト溶解・ゼオライト化・C-S-H 生成・バイデライト化・イライト化・擬クロライト

化などがあり，変質に応じて膨潤圧や強度などの力学特性が変化することが予想される。TRU 廃

棄物処分施設を考える場合，セメント系材料の使用は避けることができないので，ベントナイト

の陽イオン交換・モンモリロナイト溶解・ゼオライト化・C-S-H 生成に伴う力学特性の変化には

注目する必要がある。しかし，変質自体の評価にも不確実性がある 1）。 

 
4.2.2 ベントナイト系材料の流出 

破砕帯や亀裂部に設置されたベントナイト系プラグや，ベントナイト系グラウトの場合は，破

砕帯や亀裂部内での地下水流速の程度によるが，材料が流出する可能性がある。流出によってベ

ントナイトの密度が低下し，力学特性や水理特性などに影響を及ぼす場合，プラグやグラウトに

期待されている止水性が低下する可能性がある。 
 
4.2.3 ベントナイト系材料の変形 

埋戻材やプラグは，閉鎖後から長期にわたって母岩のクリープ変形，飽和後のベントナイト系

材料の膨潤圧，金属類の腐食膨張変形などの外力，廃棄体からの発熱や周辺母岩の地熱による熱

作用を受ける。これらの外力や熱の作用により埋戻材やプラグは，圧密変形や塑性変形を発生し，

その力学特性が変化する可能性がある。 
 
4.2.4 セメント系材料の変質 

セメント系材料（プラグ／グラウト／支保工）は，経時的に内部のセメント鉱物が地下水へと

溶解して地下水中のイオンと反応して変質する。その変質により多孔質化やひび割れ発生に起因

する空隙率の増加，密度の低下，結合力の喪失などが生じ力学特性に変化が生じると考えられる。 
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4.2.3 鋼材の変質 

 支保工等に用いられる鋼材は，地下水と接触してから腐食が促進する。セメント系材料やベン

トナイト系材料が地下水で飽和した後は，酸素の供給が制限されるため，水の還元による鋼材の

嫌気性腐食が進行するものと想定される。鋼材の腐食に伴う膨張により，支保工部材やプラグ等

のひび割れ，応力変化とそれに伴う変形が発生すると考えられ，これらの影響で材料の力学特性

が変化すると想定される。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
 特になし。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 
(1) ベントナイト系材料 

セメント系材料の長期的な劣化・体積減少に伴う，ベントナイト系材料の非線形な膨潤挙動

の取り扱いに留意する必要がある。また，応力を規定する力学特性の温度，含水比，応力等に

対する依存性についての知見やデータは，現状においては十分ではなく，今後さらにその依存

性について検討する必要がある。 

ベントナイト系材料は，地下水が浸潤することで膨潤し，力学特性に変化が生じて応力も変

化する。したがって，ベントナイト系材料の応力は，処分場の水理特性や水理特性の変動の影

響を受けることになる。ベントナイト系材料の応力に関しては，当該処分場の塩水も含めた現

実的に取り得る地下水組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮すること

も必要である。 

(2) セメント系材料 

セメント系材料（プラグ／グラウト／支保工）の変質による力学特性の変化，それに伴う応

力の変化についての知見やデータは，セメントペーストやモルタルを対象とした試験研究が行

われているものの，現状では十分とは言えない状況である。 

(3) 鋼材 

鋼材の力学特性に影響を与える腐食は，浸潤してきた地下水に接してから促進される。した

がって，鋼材の力学特性と応力は，処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を受けることに

なる。鋼材の応力に関しては，当該処分場の塩水も含めた現実的に取り得る地下水組成及びそ

の時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することも必要である。 

 
 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム（2000）：TRU 廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業

 X 付帯設備-50 



連合会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 核燃料サイクル開発機構（1999）：わ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 次取りまとめ─ 分冊２ 地層処分の工学技術，JNC 

TN1400 99-022． 

[3] 前田宗宏，棚井憲治，伊藤勝，三原守弘，田中益弘（1998）：カルシウム型化及びカルシウ

ム型ベントナイトの基本特性－膨潤圧，透水係数，一軸圧縮強度及び弾性係数－，動燃技

術資料，PNC TN8410 98-021． 

[4] 奥津一夫，森川誠司，広中良和，前田宗宏，新保弘，畔柳幹雄，田部井和人，佐原史浩，

村上武志，青山裕司（2005）：ニアフィールド水理場の長期変遷評価システム構築に関する

研究 IV，核燃料サイクル開発機構業務委託報告書，JNC TJ8400 2005-012． 

[5] Simpson, I.P. and Vallotton, P.H. (1986): Experiments on Container Materials for 

Swiss High-Level Waste Disposal Projects Part III, Nagra technical report 86-25. 

[6] 日本コンクリート工学協会（1996）：コンクリート便覧［第二版］． 

 

 X 付帯設備-51 



ＸＭ－０３：付帯設備の膨潤 

 
１．名称 
付帯設備の膨潤（XM-03） 

 
２．概要 
岩盤の掘削には，施工時の安全確保のために支保工・覆工が設けられる。支保工・覆工は掘削

を安全に行えるものであることのほかに，建設・操業・閉鎖の期間にわたって掘削した空洞を安

定に保つことが必要であり，吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼製支保工及び覆工を組み合

わせて用いることを標準としている 1）2）。 

また，処分場の空洞及び掘削により影響を受けた岩盤領域は，放置しておくと深部地層が本来

有している核種移行を遅延する性能に影響を及ぼす，地下水の卓越した流路となるなど，処分場

全体の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，

地質環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。閉鎖の概念は，処

分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生成を防止する

プラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程度に回復させ

るグラウトなどの要素技術から構成される 1）2）。 

プラグ／グラウト／支保工／埋戻材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土系

材料），セメント系材料及び鋼材であるが，膨潤性を有するのはベントナイト系材料に限定される。

プラグ／グラウト／支保工／埋戻材のうち，ベントナイト系材料の使用が検討されているものに

ついて，その機能を以下に示す。 
 
ベントナイト系材料のプラグは，坑道の操業段階及び埋め戻し段階に適切な位置と間隔で施工

され，以下の機能を必要とする。 
安全評価上考慮される機能として 
・アクセス坑道が有意な流路になることの防止（止水機能） 
・破砕帯，亀裂及び弱部の透水性の改善（止水機能） 

 
ベントナイト系材料を使用したグラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に

傷めた部分の修復やプラグ設置地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機能が期待さ

れる。 
安全評価上考慮される機能として 
・掘削影響領域及びプラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 
・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 
 

ベントナイト系材料の埋戻材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアクセス坑道

の埋め戻しに使用され，掘削された空間を閉鎖以降において元の地質環境と同様の状態に復元・

維持し，かつ，放射性核種の移行の抑制を目的に設置される。埋戻材には次のような機能が要求

される。 
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安全評価上考慮される機能として 
・水理バリアとしての止水性 
・埋め戻し部と空洞部の間を隙間無くシールする自己シール性 
・周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性 
・地下水組成等に悪影響を及ぼさない化学的安定性 
 

以上のように，ベントナイト系材料は，主に止水を目的とした部材として使用される。さらに，

埋戻材では止水性だけでなく，その膨潤により埋め戻し部と空洞部の間の隙間を充填しシール性

を向上することが期待されている。 
 
３．安全性への影響機構 
ベントナイト系材料を使用した，プラグ，埋戻材，グラウトなどは，再冠水後吸水し膨潤性能

を発揮する。膨潤性能による低透水性及び自己シール性により，地下水流れを抑制し，核種移行

を遅延させる効果が期待できる。 
緩衝材の膨潤性は，緩衝材の流出による密度低下やベントナイトの化学的変質による力学特性

の変化などの影響を受けることにより，その膨潤性能が低下する可能性がある。 
ベントナイト系材料を使用したプラグは，その膨潤性が低下した場合，止水性が低下し亀裂や

破砕帯個所の湧水を十分に防ぐことができなくなる可能性がある。このような場合，岩盤中の亀

裂や破砕帯が核種移行経路となり，安全性に影響を与えると考えられる。また，ベントナイト系

材料を使用したプラグの止水性が低下した場合は，処分坑道が有意な流路になる可能性があり，

処分坑道，連絡坑道，アクセス坑道を通過する核種移行経路が形成される可能性が考えられる。 
ベントナイト系材料を用いた埋戻材の膨潤性が低下し場合は，自己シール性，低透水性が損な

われることにより，処分坑道内の低透水性が確保されず，処分坑道が優位な流路になることが考

えられる。この場合，処分坑道自体が核種移行経路となり，処分場の安全性に影響を与える可能

性がある。 
ベントナイト系材料を使用したグラウトの膨潤性が低下した場合，施工時に生じる処分坑道周

辺の掘削影響領域や亀裂部分の高透水部の低透水性を確保する機能が損なわれる可能性がある。

掘削影響領域の低透水性が確保されない場合，坑道周囲を囲むように形成される掘削影響領域が

核種移行経路となり，安全性に影響を与える可能性がある。また，岩盤の亀裂部分を充填したグ

ラウトの低透水性が損なわれた場合，岩盤の亀裂部分が核種移行経路となる可能性があり，安全

性に影響を与える可能性が考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 膨潤圧の発生 

実験結果のデータを基に， 大膨潤圧～有効ベントナイト密度(クニゲル V1)の関係をまとめた

例を図 1 に示す 3）。このグラフでは，ベントナイトと砂の比率を 100%～30%とした材料を対象と

した実験結果のデータを用いている。 
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図 1 最大膨潤圧～有効ベントナイト密度(クニゲル V1)3） 

 
4.1.2 自己シール性 

埋戻材には，埋め戻し部と空洞部の間を隙間無くシールする自己シール性が期待されている。 

すきまを設けた供試体による自己シール性の実験例 4）を以下に示す。この実験例では，膨潤状

態を目視で確認し，飽和後の供試体の空隙を埋める部分の圧力と空隙部の透水係数を測定してい

る。その結果，施工時の隙間などに対するベントナイトの自己シール性は十分に期待でき，自己

シールするのに必要な膨潤圧は 0.05MPa 程度であるとしている。 

実験に使用した容器を図２に示す。実験に用いたベントナイトは自然含水状態のケイ砂混じり

Na 型ベントナイトであり，供試体は静的に圧縮して成型し，仕上がり密度は 1.6Mg/m3とした。実

験容器には 30%～60%の空隙部を設けて供試体を設置した。 
 

 
図 2 自己シール実験容器 

 

 X 付帯設備-54 



所定の空隙部が膨潤によりシールされるまで，通水によるベントナイトの透水性と膨潤圧を調

べた。実験結果の一例として，図 3 に空隙部 30%の透水係数と膨潤圧の経日変化を示す。また，

表 1 に各実験で得られた 終時点での自己シールの透水係数と膨潤圧の結果を示す。 

 

 
図 3 空隙部 30%の透水係数と膨潤圧の経日変化 

 

表 1 最終時点での自己シールの透水係数と膨潤圧 

 
また，実験結果として，浸潤水が人工海水の場合，膨潤性能が著しく減少する場合があること，

ベントナイトの密度にも膨潤性能は依存することを得ている。 
 
4.1.3 乾燥によるひび割れ 

乾燥収縮については，乾燥収縮試験(JGS T 145)に準拠して，緩衝材を対象とした圧縮ベント

ナイトの乾燥収縮試験が実施されている 5）。その試験では，供試体作製時の含水比が大きいほど

乾燥によるひび割れの数が多くなり，また，大きなひび割れが現れる結果となった。再冠水前に

廃棄体からの熱によって緩衝材中の水分が乾燥しても，有意なひび割れが生じない結果も得てい

る。 

その他，環境条件が緩衝材に与える影響を把握することを目的に，初期含水比（7，14，21％）

が異なる小型のベントナイトブロックを温度（20，40℃）及び湿度（48，80，95％）を一定に保

った養生室中に 3 ヶ月間保管し，その寸法や含水比等を計測した既往の研究では，ひび割れは実

 X 付帯設備-55 



験開始から 0.5～1 日以内に供試体表面に発生し，乾燥の影響が大きい実験ケースでは，供試体内

部を貫通するひび割れも確認された 6）。 

一方，プラグや埋戻材では，廃棄体からの熱の影響，材料の配合仕様などが緩衝材と異なるこ

とが想定されるが，定性的にはこの実験例の報告と同じと考えられる。 

プラグや埋戻材では，再冠水までに乾燥しひび割れが発生したとしても，その後の膨潤過程に

おいてひび割れは無くなると考えられることから，ひび割れの影響は小さいと思われる。 

 

4.1.4 膨潤特性 

蒸気圧法により圧縮ベントナイトの体積膨潤量を求めた実験結果の例を示す 7）。供試体は乾燥

密度 1.8Mg/m3のベントナイト単体と乾燥密度 1.6Mg/cm3のケイ砂混合体（30wt%）を用いた。供試

体は直径 20mm，高さ 20mm で，温度は 20℃に設定した。 

測定量としてダイヤルゲージで測定した供試体高さの経時変化を図４に示す。供試体の高さは，

室温の変化やデシケータ内の湿度の早期回復のための真空引きなどによる影響によって上下する

ものの，ベントナイト単体，ケイ砂混合体ともに，相対湿度が高いほど垂直変位は大きくなるこ

とがわかる。また，上記試験より，体積ひずみはベントナイト単体の方がケイ砂混合体よりも大

きくなることが示されている。 

 

図４ 膨潤量経時変化 
 
4.2 経時変化予測 

ベントナイト系材料の膨潤性能は，ベントナイトの力学特性や密度に依存し，長期にわたって

変化すると予想される。ベントナイトの力学特性や密度は，長期的な化学的変質及びベントナイ

トの流出及びベントナイト系材料の変形などによって影響を受ける。以下に，ベントナイト系材

料の膨潤性に影響を与える現象を示す。 
 

4.2.1 ベントナイト系材料の変質 
ベントナイト系材料の経時的な変質として，陽イオン交換・モンモリロナイト溶解・ゼオライ

ト化・C-S-H 生成・バイデライト化・イライト化・擬クロライト化などがあり，変質に応じて膨
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潤特性が変化することが予想される。TRU 廃棄物処分施設を考える場合，セメント系材料の使用

は避けることができないのでベントナイトの陽イオン交換・モンモリロナイト溶解・ゼオライト

化・C-S-H 生成に伴う膨潤特性の変化には注目する必要がある。しかし，変質自体の評価にも不

確実性がある。 

ベントナイトがイライト化して変質した場合，全体の膨潤量は低下すると考えられる。しかし

ながら，現状では，処分場の設計において，緩衝材温度が 高でも 100℃を越えることがないよ

うに設計することが可能と考えられており 1），イライト化による変質についてはそれほど考慮す

る必要はないと思われる。 

また，セメント系材料の長期的な劣化・体積減少に伴うベントナイト系材料の非線形な膨潤挙

動の取り扱いに留意する必要がある。 
 
4.2.2 ベントナイト系材料の流出 

破砕帯や亀裂部に設置されたベントナイト系プラグや，ベントナイト系グラウトの場合は，破

砕帯や亀裂部内での地下水流速の程度によるが，材料が流出する可能性がある。この場合は，ベ

ントナイトの密度が低下し，力学特性や水理特性などに影響を及ぼすと考えられる。この場合，

プラグやグラウトに期待されている止水性が低下する可能性がある。 
 
4.2.3 ベントナイト系材料の変形 

埋戻材やプラグは，閉鎖後から長期にわたって母岩のクリープ変形，飽和後のベントナイト系

材料の膨潤圧，金属類の腐食膨張変形などの外力，廃棄体からの発熱や周辺母岩の地熱による熱

作用を受ける。これらの外力や熱の作用により埋戻材やプラグは，圧密変形や塑性変形を発生し，

その力学特性が変化する可能性がある。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特に無し。 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

ベントナイト系材料の膨潤量の計測に関しては，積載荷重と一次元方向の膨潤量の関係を求め

る例などがあり，一般化を図る傾向はあるものの，規格化された方法は確立されておらず測定手

法が不確実性として残る。 

膨潤試験の事例で，浸潤水を人工海水とした場合には膨潤性能が著しく減少する場合があると

いうことが報告されている 4）。また，ベントナイト系材料の膨潤は，地下水が浸潤することで生

じることから，処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を受けることになる。膨潤に関しては，

塩水も含めた現実的に取り得る地下水組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を

考慮することも必要である。 
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ＸＭ－０５：付帯設備の流出 

 
１．名称 
付帯設備の流出（XM-05） 

 
２．概要 
岩盤の掘削には，施工時の安全確保のために支保工・覆工が設けられる。支保工・覆工は掘削

を安全に行えるものであることのほかに，建設・操業・閉鎖の期間にわたって掘削した空洞を安

定に保つことが必要であり，吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼製支保工及び覆工を組み合

わせて用いることを標準としている 1）2）。 

また，処分場の空洞及び掘削により影響を受けた岩盤領域は，放置しておくと深部地層が本来

有している核種移行を遅延する性能に影響を及ぼす，地下水の卓越した流路となるなど，処分場

全体の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，

地質環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。閉鎖の概念は，処

分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生成を防止する

プラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程度に回復させ

るグラウトなどの要素技術から構成される 1）2）。 

プラグ／グラウト／支保工／埋戻材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土系

材料），セメント系材料及び鋼材である。 

 

ベントナイト系材料の長期の物理的安定性を損なう要因の一つとして，材料の坑道外への流出

が考えられている。ベントナイト系材料の流出が大規模に起こる場合は，プラグ，埋戻材，グラ

ウトのベントナイト量が減り，材料に期待される諸機能が低下することが考えられる。一方セメ

ント系材料の場合には，長期にわたるセメント成分の溶出による流出が想定されるが，本 FEP で

は，物理的な流出を対象とし，ベントナイト系材料の流出のみについて記述する。 

プラグ／グラウト／支保工／埋戻材のうち，ベントナイト系材料の使用が検討されているもの

について，その機能を以下に示す。 

 

ベントナイト系材料のプラグは，坑道の操業段階及び埋め戻し段階に適切な位置と間隔で施工

され，以下の目的で設置される。 

安全評価上考慮される機能として 

・アクセス坑道が有意な流路になることの防止（止水機能） 

・破砕帯，亀裂及び弱部の透水性の改善（止水機能） 

 

ベントナイト系材料を使用したグラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に

傷めた部分の修復やプラグ設置地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機能が期待さ

れる。 

安全評価上考慮される機能として 

・掘削影響領域及びプラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 
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・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 

 

ベントナイト系材料の埋戻材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアクセス坑道

の埋め戻しに使用され，掘削された空間を閉鎖以降において元の地質環境と同様の状態に復元・

維持し，かつ，放射性核種の移行の抑制を目的に設置される。埋戻材には次のような機能が要求

される。 

安全評価上考慮される機能として 

・水理バリアとしての止水性 

・埋め戻し部と空洞部の間を隙間無くシールする自己シール性 

・周辺母岩の変形に追随する力学的緩衝性 

・地下水組成等に悪影響を及ぼさない化学的安定性 

 

以上のように，ベントナイト系材料は，主に止水を目的とした部材として使用される。さらに，

埋戻材では止水性だけでなく，その膨潤により埋め戻し部と空洞部の間の隙間を充填しシール性

を向上することが期待されている。 

 
３．安全性への影響機構 
破砕帯や亀裂部に設置されたベントナイト系プラグの場合は，破砕帯や亀裂内部での地下水流

速の程度によるが，材料が流出する可能性がある。流出が生じた場合は，ベントナイト系材料の

密度が低下し，プラグの膨潤性や低透水性が損なわれる。この場合，破砕帯や亀裂部の止水機能

が保たれず，核種移行経路が形成され，処分場の安全性に影響を与える可能性がある。また，処

分坑道自体が核種移行経路となる可能性もある。 
粘土系材料のグラウトの材料には，止水性に優れたベントナイトを主体としたものが考えられ

ている。グラウトは岩盤の破砕帯や亀裂部の高透水部に注入され，止水性を発揮するが，グラウ

トが流出することにより，破砕帯や亀裂部の低透水性が保たれず，この部分が核種経路となり処

分場の安全性に影響をおよぼす可能性がある。また，処分坑道掘削時に生じる掘削影響領域の低

透水性を確保する目的で行われたグラウトでは，流出により，掘削影響領域が核種移行経路とな

り，処分坑道，連絡坑道，アクセス坑道を囲むように形成される掘削影響領域を通る核種移行経

路が形成される可能性も考えられる。 
ベントナイト系材料を使用した埋戻材の場合は，自己シール性によって支保工の亀裂を通過し

て岩盤の亀裂内へ侵入し，亀裂内での地下水流れによる浸食により流出が生じ，密度が低下する

ことが考えられる。この密度の低下により膨潤性や低透水性が低下し，自己シール機能や止水機

能に影響を及ぼす可能性がある。この場合，坑道内部の低透水性が損なわれ，坑道自体が核種移

行経路となり得る可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 流出現象 
ベントナイト系材料の流出は， 
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・ベントナイトが膨潤することによる亀裂への侵入現象 
・亀裂へ侵入したベントナイト粒子が間隙水の流れにより浸食される現象 

の二つの現象によるものと考えられている。 
 
(1) 侵入現象 

圧縮ベントナイトの亀裂への侵入現象に関する実験的研究は幾つか報告されており 3）4）5），

主に以下のような結果が得られている。 

①ベントナイトが侵食されない場合，亀裂への侵入による流出距離（変位）は時間の平方

根に比例し，その流出速度は亀裂開口幅と含有ベントナイト量に依存する。 

②侵入現象により流出するベントナイトの先端部は，硬い相と軟らかい相の 2 相に分離す

ることが認められた。 

③流出ゲル先端近傍の軟らかい部分の含水比は約 550%で，この値はベントナイト試料粘土

の液性限界値に近い値となっている。 

(2) 浸食現象 

基礎的な試験と理論的な検討が Pusch により報告されている 3）。浸食のメカニズムとしては，

地下水流による流体抗力（掃流力）がベントナイト粘土の粒子間力を上回る場合に浸食が起こ

ると評価している。 

 

4.1.2 緩衝材仕様を想定した試験研究 
地層処分基礎研究施設内の緩衝材流出挙動試験設備において，緩衝材の侵入及び浸食現象に関

する模擬試験を Na 型ベントナイトを用いて実施している。この設備では，アクリル製の模擬岩盤

を用い，平行平滑単一亀裂中への緩衝材の流出を対象としており，侵入と浸食に対応して静水条

件と流水条件の試験を実施している。これまでに，静水試験では，流出ゲル先端の移動距離は時

間の平方根に比例すること，流水試験では，流量が 0.1cm3/min の場合，亀裂幅が 0.3mm 以上では

浸食が起こらないことが確認されている。 

 

4.1.3 Ca 型化による流出への影響 
Ca 型化ベントナイトについては，まず Na 型ベントナイトに比べ膨潤圧がやや小さいため 6）亀

裂への侵入はより起こりにくくなると考えられる。また，侵入後の浸食については，Na 型ベント

ナイトに比べ砂との粘結性に優れていること，また Ca 型化ベントナイトの容積法で測定した膨潤

力は，Na 型ベントナイトの 1/3 程度であることから浸食は起こりにくいと考えられる。しかし，

その一方で Na 型ベントナイトの比べ，その粒子がフロック状になり浸食を受けやすくなる可能性

も考えられるため，今後確認が必要である 1）。 

 

4.1.4 水質の影響 

人工海水などを用いた 4.1.3 と同様の流出挙動試験では，イオン強度が大きくなるほど亀裂へ

の侵入が抑制される傾向が得られている 7）8)。この結果は人工海水中の膨潤圧が蒸留水中におけ

る膨潤圧より小さいためと考えられる。また，模擬亀裂に侵入した領域のベントナイト密度につ

いて，貫入型の模擬試験や X 線 CT を用いた非破壊検査を適用した測定が試みられており，亀裂侵
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入域における平均的な密度が得られている 7）8）9） 

模擬亀裂内に２次元的な流れ場を形成した流水試験では，蒸留水を用いた場合は流速 2×

10-6m/s において浸食コロイドが生成することが確認されたが，人工海水を用いた場合では流速 8

×10-6m/s でも浸食コロイドの生成は確認されなかった 8)。 

 
4.1.4 核種移行への影響 
ベントナイト系材料が流出すると，密度が低下しベントナイト系材料の透水係数が上昇し，流

動場が変化することが考えられる。 
 

4.2 経時変化予測 
ベントナイト系材料の流出は，その膨潤性や地下水流れの影響が大きいと考えられる。膨潤性

は，以下に示すようなベントナイトの長期的な化学的変質によって影響を受ける。 

TRU 廃棄物処分施設ではセメント系材料を使用するため，ベントナイトの Ca 型化による影響を

考慮する必要がある。実験例では，亀裂へのベントナイト侵入については，Ca 型化したベントナ

イトの膨潤圧は Na 型ベントナイトより小さめの値となることから 6），Na 型ベントナイトより亀

裂への侵入は起こりにくくなるという報告がある。 

その他，ベントナイト系材料の経時的な変質として，陽イオン交換・モンモリロナイト溶解・

ゼオライト化・C-S-H 生成・バイデライト化・イライト化・擬クロライト化などがあり，変質に

応じて膨潤特性が変化することが予想される。しかし，変質自体の評価にも不確実性がある。 

ベントナイトがイライト化して変質した場合，全体の膨潤量は低下すると考えられる。しかし

ながら，現状では，処分場の設計において，緩衝材温度が 高でも 100℃を越えることがないよ

うに設計することが可能と考えられており 1），イライト化による変質についてはそれほど考慮す

る必要はないと思われる。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
破砕帯や亀裂部に設置されたプラグ，グラウトの場合，材料の流出は，破砕帯や亀裂部内での

流速など地下水流の特性と埋設後の期間に応じて生じる。この流出により，材料の密度が小さく

なり透水性が大きくなる。これら一連の挙動は，処分場の温度や応力，材料の変質などの影響を

受けて長期的に変化すると考えられるが，これらの処分場の安全性への影響やその度合などに関

する知見やデータは，現状では十分ではない。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 
ベントナイト系材料の流出は，地下水が浸潤することで流出に影響する地下水流や膨潤を発生

することから，当該処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を受けると想定される。プラグ，

グラウト及び埋戻材の流出に関しては，塩水も含めた現実的に取り得る地下水組成及びその時間
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的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することも必要である。 
一方，亀裂内部の状態を把握することは極めて困難であり，解析で精度よく亀裂へのベントナ

イト流出挙動をモデル化するためには，さらなる知見が必要と考えられる。 
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ＸＭ－０６：付帯設備での亀裂発生 

 
１．名称 
付帯設備での亀裂発生（XM-06） 

 
２．概要 
岩盤の掘削には，施工時の安全確保のために支保工・覆工が設けられる。支保工・覆工は掘削

を安全に行えるものであることのほかに，建設・操業・閉鎖の期間にわたって掘削した空洞を安

定に保つことが必要であり，吹付けコンクリート，ロックボルト，鋼製支保工及び覆工を組み合

わせて用いることを標準としている 1）2）。 

また，処分場の空洞及び掘削により影響を受けた岩盤領域は，放置しておくと深部地層が本来

有している核種移行を遅延する性能に影響を及ぼす，地下水の卓越した流路となるなど，処分場

全体の性能に有意な影響を与えることが考えられる。そのため，地下施設は，廃棄体の定置後，

地質環境を極力元の状態に戻すことを目的に閉鎖することが考えられている。閉鎖の概念は，処

分施設の空洞部を充填する埋め戻し，充填物の移動・流出の防護や卓越した流路生成を防止する

プラグ，空洞周辺の亀裂や掘削により影響を受けた領域の透水性を周辺岩盤と同程度に回復させ

るグラウトなどの要素技術から構成される 1）2）。 

プラグ／グラウト／支保工／埋戻材の候補とされている材料は，ベントナイト系材料（粘土系

材料），セメント系材料及び鋼材である。 

セメント系材料を用いたプラグ，支保工，埋戻材では，発生する応力がその耐力を上回るとひ

び割れが発生する。セメント系材料におけるひび割れは，水圧，岩盤の地圧やベントナイト系材

料の膨潤圧の作用，使用している鉄筋や鋼材の腐食膨張及びセメント系材料の経時的変質による

強度低下などに起因して発生し，セメント系材料の力学特性・水理特性の変化を生じることが想

定される。 

ベントナイト系材料は，ひび割れが発生してもその膨潤性によりひび割れは充填されると考え

られるため，本 FEP ではセメント系材料及び鋼材のみを対象とする。 

 プラグ／グラウト／支保工／埋戻材のうち，セメント系材料及び鋼材の使用が検討されている

ものについて，その機能を以下に示す。 

 
セメント系材料を使用したプラグは，坑道の操業段階及び埋め戻し段階に適切な位置と間隔で

施工され，以下の機能を必要とする。 

処分場の安定（設計）における必須機能として 

・埋戻材の移動，はらみ出しの防止（耐圧機能） 

 

セメント系材料を使用したグラウトは，建設段階及び坑道の閉鎖段階において，建設時に生じ

た掘削影響領域の修復や止水，プラグ設置地点の周辺母岩の補強等を目的に施工され，以下の機

能を必要とする。 

処分場の建設における必須機能として 

・建設段階の一時的な止水と補強 
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安全評価上考慮される機能として 

・プラグ周辺母岩に生じ得る緩み域の低透水性の確保と補強 

・予測しきれない破砕帯・亀裂及び弱部の透水性の改善と補強 

 

セメント系材料を使用した埋戻材は，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道及びアクセス

坑道の埋め戻しに使用され，掘削された空間を閉鎖することを目的に設置される。セメント系材

料の埋戻材には次のような特性が要求される。 

地下空間を閉鎖する機能として 

・大空間の充填性 

 

セメント系材料を使用した支保工は，建設・操業・閉鎖までの期間，処分坑道周辺の母岩の安

定性の確保と変形を抑制するために設置され，以下の機能が期待される。 

・坑道掘削により生じる応力・変形を，周辺母岩と一体となり支保する力学的安定性 

・坑道内作業の安全性確保のための，岩盤肌落ちの防止 

・ベントナイト系材料が地下水と接触することを防ぐための遮水性 

セメント系材料を使用した支保工部材として，吹付けコンクリート，2 次覆工，RC セグメント

などが挙げられる。 

 
３．安全性への影響機構 
耐圧機能を目的としたセメント系プラグには，地圧，水圧，熱，ベントナイト系埋戻材の膨潤

圧が作用する。これらの作用力よる応力がプラグの耐力を上回るとプラグにひび割れが発生し，

埋戻材は処分坑道の外へとはらみ出す可能性がある。埋戻材に移動やはらみ出しが生じると，埋

戻材の密度が低下して透水性が高くなり，処分場の安全性に影響する水理特性に変化が生じる可

能性がある。また，プラグのひび割れは高透水部となるため，核種移行経路を形成する可能性が

ある。 

主に岩盤の破砕帯や亀裂，掘削時に生じる掘削影響領域に注入されるセメント系材料のグラウ

トは，固化後，岩盤の地圧やクリープ変形，水圧，熱，緩衝材の膨潤圧など人工バリアから伝達

される作用力を受ける。これらの作用力により発生する応力がグラウトの耐力を上回ると，ひび

割れが発生し，岩盤の破砕帯，亀裂部分及び掘削影響領域の高透水部の止水性や強度的な補強効

果が損なわれる。その結果，破砕帯，亀裂部分及び掘削影響領域が核種移行経路となり，処分場

の安全性に影響を与える可能性がある。 

セメント系材料を使用した埋戻材の場合は，施工段階では，水和熱による応力，長期的には地

圧，水圧，熱，ベントナイト系材料の膨潤圧や変質の作用などを受けてひび割れを発生すること

が考えられる。埋戻材にひび割れが発生すると，処分坑道内に高透水部が生じ，核種移行経路が

形成される可能性がある。また，ひび割れの発生により力学的な強度が低下し，岩盤のクリープ

変形を促進させる可能性もある。 

セメント系材料を使用した支保工（吹付けコンクリート，二次覆工，RC セグメント）及び鋼材

を使用した支保工（ロックボルト，鋼製セグメント）は，岩盤の地圧やクリープ変形，水圧，熱，

緩衝材の膨潤圧など人工バリアから伝達される作用力を受ける。これらによる応力が，支保工の
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耐力を上回ると，ひび割れを発生することが考えられる。支保工にひび割れが生じた場合，強度

低下が生じ岩盤変形の増大及び岩盤クリープの促進や掘削影響領域の増加に寄与する可能性があ

る。また，支保工部分が高透水部分となるため，核種移行経路となる可能性も考えられる。さら

に，吹付けコンクリートや二次覆工，鋼製セグメントにひび割れや損傷が発生すると，ベントナ

イト系材料や緩衝材の流出を促進させ，処分場の安全性に影響を与える可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 
セメント系材料のひび割れ発生の要因として以下のものが挙げられる。 

①セメントの水和反応に伴う発熱に起因した温度ひび割れ 
②廃棄体発熱による温度ひび割れ 
③セメント鉱物と地下水中の硫酸イオンとの反応に伴うエトリンガイト生成に起因した，

体積膨張によるひび割れ 3） 
④鉄筋の腐食に起因するひび割れ 
⑤セメント成分の溶出・空隙率増加による強度低下に起因するひび割れ 
⑥廃棄体成分の溶出，膨潤圧，クリープ変形，ガス圧など外部から作用する応力変化に

伴うひび割れ 
 

4.2 経時変化予測 

セメント系材料や鋼材を使用したプラグ／グラウト／支保工／埋戻材のひび割れや損傷の発生

は，その力学特性（特に強度）によって影響を受ける。セメント系材料は，経時的に内部のセメ

ント鉱物が地下水へと溶解して地下水中のイオンと反応して変質する。その変質による多孔質化

やひび割れ発生に起因する空隙率の増加，透水性の増加，密度の低下，結合力の喪失などが生じ

力学特性が変化し強度が低下することが考えられる。現状，変質に伴う力学特性(例えば強度特性)

の十分な知見はない。 

鋼材は，地下水と接触してから腐食が促進する。鋼材の腐食に伴う膨張によりセメント系材料

にひび割れが発生することが考えられ，空隙率の増加，透水性の増加，密度の低下，結合力の喪

失などが生じ，セメント系材料の力学特性，水理特性，応力状態や変形状態の変化が想定される。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 
該当無し。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 
プラグ，支保工，埋戻材では，材料の応力がその強度を上回った時にひび割れや損傷が生じる。

ひび割れに関する評価では，経時的に変化する応力と，経時的に変質により変化する強度を同時
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に考慮することが必要となるが，現状では，これらの経時的変化に関する知見やデータは十分で

はない。 
また，長期的な安全性の評価を行うには，ひび割れが発生した後の透水特性を評価する必要性

があり，その評価手法の適用性の検討，開発が必要である。 

プラグ，支保工，埋戻材には，地下水が浸潤することで水圧などが荷重として作用することか

ら，ひび割れ発生の要因であるそれらの応力は，処分場の水理特性や水理特性の変動の影響を受

けることになる。したがって，ひび割れの発生に関しては，塩水も含めた現実的に取り得る地下

水組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の影響を考慮することも必要である。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム（2000）：TRU 廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業

連合会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 核燃料サイクル開発機構（1999）：わ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 次取りまとめ─ 分冊２ 地層処分の工学技術，JNC 

TN1400 99-022． 

[3] 例えば，土木学会コンクリート委員会（2003）：コンクリートの化学的侵食・溶脱に関する

研究の現状，コンクリート技術シリーズ No.53，p.18． 
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ＸＭ－０７：ロックボルトの腐食膨張 

 
１．名称 
ロックボルトの腐食膨張（XM-07） 

 
２．概要 
ロックボルトは，支保工として建設・操業・閉鎖までの期間処分坑道周辺の母岩の安定性を確

保し変形を抑制するために設置され，以下の機能が期待される 1）2）。 

・坑道掘削による応力・変形を周辺母岩と一体となって支保する力学的安定性 

・坑道内作業の安全性確保のための，岩盤肌落ちの防止 

ロックボルトの材料としては鋼材が考えられており，周辺母岩に挿入された後に地下水に接触

することで腐食が促進され，周辺母岩の応力状態，水理特性に影響を及ぼすことが考えられる。 

一方，閉鎖の施工方法として，坑道のプラグ設置については，周辺岩盤をグラウト補強するな

ど適切な処置を施した後，プラグ設置部分のロックボルトなどの支保工を撤去することも一つの

案として検討されている。 
 
３．安全性への影響機構 
ロックボルトは，長期的には，地下水との接触によりロックボルトは腐食し，力学的強度の低

下を伴い腐食生成物を生成して膨張する。また，嫌気性腐食することで水素ガスを発生する。 
ロックボルトは，腐食による膨張により，周辺母岩に膨張圧が作用し周辺母岩の応力状態に変

化を与えことが考えられる。この応力の変化により新たな亀裂発生や亀裂拡大が周辺母岩に生じ，

ベントナイト材料の流出や水理特性に影響を与える可能性がある。また，腐食による水素ガス発

生により，内圧発生による周辺母岩の応力への影響，その還元性による周辺地下水の化学特性へ

の影響なども考えられる。 
 また，ロックボルトの腐食膨張により，支保工としての岩盤の力学的安定性を確保する機能が

低下する。この場合，岩盤の応力や変形が増大し，新たな亀裂の発生や掘削影響領域の増大に影

響を与える可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル/試験研究 

4.1.1 還元性雰囲気と酸化性雰囲気 
鋼材と緩衝材の境界部分において鋼材の腐食が進行する。再冠水直後は緩衝材中の酸素（間隙

及びベントナイト表面に吸着している）が間隙水中に溶出し，鋼材が腐食する 3）。しかし，酸素

はごく初期に消費され，鋼材の腐食生成物により間隙水は還元性となる。還元性環境下では鋼材

の金属腐食反応が進行し，水素を発生する。一方，ロックボルトなど鋼材の腐食により生成され

る腐食生成物の性状は，周囲の応力条件により左右されることもあり，不明な点が多い。 

 
4.1.2 腐食膨張 

鉄筋は，腐食により約 2.5 倍に体積膨張する 4）。 
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4.1.3 腐食速度 

酸素が供給される環境において塩化物イオンが存在すると，鉄筋の腐食は加速される 5）。また，

セメント成分の影響により間隙水は長期間高 pH 環境になる。この高 pH 環境は，鉄筋の腐食を抑

制する。腐食速度の推定に関する研究は，実験的に得られた各要因の影響を定式化して腐食速度

を評価するものと鉄筋腐食の電気化学的反応をモデル化して腐食電流密度を推定するものが報告

されている。 

式 1 は図 1 のコンクリート抵抗の逆数と腐食速度の関係からコンクリート抵抗の逆数が 0.04

以下における腐食速度を定式化したものであり，塩化物イオンの濃度によって定数項の与え方を

変えている。なお，コンクリート抵抗の逆数は，かぶり，相対湿度及び乾燥時間の逆数として与

えられている 6)。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 コンクリート比抵抗，塩化物イオン量と腐食速度 

 
Log(Vcoor)=33.1・(RRC)＋Y  (RRC≦0.04)     （式 1） 

ここに， 

Vcoor ：腐食速度 

RRC ：コンクリート抵抗の逆数(1/Ω) 

Y ：RRC=0 のときの腐食速度の対数値 

   Y=0.457C-9.79 (C≦6.89kg/m3) 

   Y=-6.64 (C≧6.89 kg/m3) 

C ：塩化物イオン濃度(kg/m3) 
 
4.2 経時変化予測 

ロックボルト等の鋼材は，地下水と接触してから腐食が促進されるが，セメント系材料が地下

水で飽和した後は酸素の供給が制限されるため，水の還元によるロックボルトの嫌気性腐食が進

行するものと想定される。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 
ロックボルトの腐食は，地下水が浸潤し水と接した時から促進されることから，処分場の水理

特性や水理特性の変動の影響を受けることになる。したがって，ロックボルトの腐食膨張に関し

ては，塩水も含めた現実的に取り得る地下水組成及びその時間的変遷（例えば，塩水⇔淡水）の

影響を考慮することが必要である。 
 

＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム（2000）：TRU 廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業

連合会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 核燃料サイクル開発機構（1999）：わ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 次取りまとめ─ 分冊２ 地層処分の工学技術，JNC 

TN1400 99-022． 

[3] Simpson, I.P. and Vallotton, P.H.(1986): Experiments on Container Materials for Swiss 

High-Level Waste Disposal Projects Part III, Nagra technical report 86-25. 

[4] 日本コンクリート工学協会（1996）：コンクリート便覧［第二版］． 

[5] 船戸已知雄，田代利明（1992）：コンクリートの耐久性と化学の基礎，セメント新聞社． 

[6] 土木学会（2000）：コンクリート技術シリーズ 40 鉄筋腐食・防食および補修に関する研

究の現状と今後の動向（その 2），コンクリート委員会腐食防食小委員会（２期目）． 
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ＸＣ－０１：付帯設備の化学特性 

 
１．名称 
付帯設備の化学特性（XC-01） 

 
２．概要 
プラグ，グラウト，支保，埋戻材の候補材料には，それぞれの部材の目的に応じて以下の材料

が検討されている。 
 
プラグ：ベントナイト，コンクリートもしくはそれらの複合材料 
グラウト：粘土系材料，セメント系材料 
支保： セメント系材料（コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリ

ート等），鋼材（鋼製セグメント，ロックボルト等） 
埋戻材：礫，砂にベントナイトを混合した材料，セメント系材料 

 
これらを分類すれば，候補材料はセメント系材料，ベントナイト系材料，鋼材に分類される。

プラグ，グラウト，支保，埋戻材の化学特性は，使用される材料とセメント系材料であれば水和

鉱物の組成，ベントナイト系材料であれば締め固め時の施工条件，ベントナイト配合率等によっ

て影響を受ける。プラグ，グラウト，支保，埋戻材の化学特性は，それぞれの部材の空隙構造に

対する影響が大きく水理特性や物質移行特性，力学特性に影響する。また鋼材が用いられた場合

には鉄の腐食に伴うガスを発生するためガス発生に影響する。 

 
３．安全性への影響機構 
3.1 プラグ 
プラグは緩衝材や埋戻材等の処分坑道内に設置した充填物が周辺岩盤と十分適合するまで移

動・流出（膨潤によるはらみ出し）することを防護し，また空洞周辺の掘削影響領域が地下水の

卓越流路となることを防止するために設置され，強度が要求されるものと低透水性，自己シール

性が長期にわたり要求されるものとがある。 
プラグには，ベントナイト系材料，セメント系材料が使用材料として検討されており遮水性へ

の要求に対してはベントナイト系材料，強度に対してはセメント系材料の方が優れる。ベントナ

イト系材料の場合には長期的な地下水との反応により鉱物溶解や二次鉱物の生成と沈殿を生じる

可能性がある。またセメント系材料の場合には，セメント水和物の溶解，二次鉱物の生成と沈殿，

ひび割れの発生を生じる可能性がある。その結果プラグが要求性能を発現できなくなり，遮水性

が要求されるプラグに対しては処分坑道内（主に埋戻材）の地下水流速の増加，強度が要求され

るプラグに対しては，埋戻材が変形することによる応力場への影響が考えられる。 
 

3.2 グラウト 

グラウトには，母岩中の割れ目や空隙や母岩とプラグの間からの地下水の浸入の防止や処分坑

道の補強効果が期待されており，流動性，充填性，分散性，強度，低透水性が要求される。グラ
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ウトの使用材料には，ベントナイト系材料，セメント系材料，水ガラス系材料が候補であるが，

力学的な観点からセメント系材料，止水性の観点からベントナイト系材料が優れるとされ，主に

セメント系材料，ベントナイト系材料が使用材料として検討されている。しかしその仕様につい

ては TRU 廃棄物の処分概念では具体的な検討はなされていない。プラグの場合と同様にセメン

ト系材料の場合には，セメント水和物の溶解，二次鉱物の生成と沈殿，ひび割れの発生，ベント

ナイト系材料の場合には鉱物溶解や二次鉱物の生成と沈殿により変質し，所定の性能を発現でき

なくなる可能性がある。その結果，グラウトにより補強された岩盤改良域での応力場と空隙構造

の変化による地下水流動場に影響する可能性がある。 
 

3.3 支保 

支保は処分坑道の維持（空洞安定性の確保）を目的として設置もしくは施工されるが，対象と

なる母岩の強度によっては施工されない場合もありえる。支保に用いられる設備としては，鋼製

セグメント，コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリート，ロック

ボルトが挙げられ，これらの使用材料は鋼材もしくはセメント系材料である。ただしその詳細な

仕様については，TRU 廃棄物の処分概念では検討されていない。 
セメント系材料が使用されるコンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ちコン

クリートは，長期的にセメント水和物の溶解，地下水との反応による二次鉱物の生成と沈殿，ひ

び割れの発生により所定の強度を発現できなくなる可能性があり，処分施設閉鎖後においては処

分施設内の応力場に影響する可能性がある。また変質やひび割れの発生により空隙率の増加およ

び二次鉱物により目詰まりが生じた場合には，処分施設内の水理場に影響する可能性がある。鋼

材が使用される支保（ロックボルトや鋼製セグメント）は地下水との接触により腐食し，所定の

性能を発現できなくなる可能性がある。その結果，処分施設内および施設周辺の応力場が変化す

る可能性がある。またロックボルトと母岩の界面が腐食した場合には，新たな空隙を生じ処分施

設周辺の水理場が変化する可能性がある。 
 

3.4 埋戻材 

埋戻材は，処分施設に関連する坑道をもとの地質環境に戻すため施設周辺の母岩の透水係数と

同程度の透水係数となる様に施工される。埋戻材の使用材料としては，礫や砂にベントナイトを

混合したベントナイト系材料もしくはセメント系材料が検討されている。 
セメント系材料が使用された場合には，セメント水和物の溶解，地下水との反応による二次鉱

物の生成と沈殿，ひび割れの発生，またベントナイト系材料の場合には，鉱物溶解や二次鉱物の

生成と沈殿により所定の透水係数よりも大きな透水係数を示す可能性がある。その結果，埋戻材

内の地下水流速が増加し，緩衝材から放出された放射性核種の移行が促進される可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
セメント系材料の製造工程，セメントペーストの初期成分，水和反応，骨材ついては「充填材

の化学特性」「構造躯体の化学特性」に詳述した。ベントナイト系材料については「緩衝材の化学

特性」に詳述した。 
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HLW の試験研究では，プラグ，グラウトについては岩盤への適応性を実証する試験1)2)が実施さ

れているが，化学特性に着目した試験ではない。また支保に関しては，低アルカリ性セメントに

対する吹き付け試験が実施されている。 

 
4.1.1 低アルカリ性セメントを用いた試験 

核燃料サイクル開発機構3)では，吹付コンクリートの透水性に関して地上の模擬トンネルにお

ける HFSC と OPC の吹き付け試験が実施されている。HFSC は，OPC にシリカヒュームと多量のフラ

イアッシュを混合させた低アルカリ性コンクリートであり，自己充填性の高い高流動性コンクリ

ートである。W/C40%のセメントペーストを３日間 20℃で養生し，１日真空乾燥した後微粉砕し，

固液比 2g/ml のイオン交換水に浸漬させた試験では，pH が 11 以下となることが確認されている

（図 1 参照）。 

電力中央研究所においては，セメント原材料からクリンカーを得る焼成過程を変更し，更にシ

リカヒュームを加えた材料（LAC）が検討されており，pH10.0～10.5 程度となることが確認され

ている4)（図 2 参照）。 

 
図 1 HFSC の pH 低下状況 
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図 2 水中浸漬による低アルカリ性セメントの pH 変化 

 
4.2 経時変化予測 

プラグ，グラウト，支保，埋戻材の各部材に対する経時的な変化は不明である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

プラグ，支保，グラウト，埋戻材を対象としたナリュラルアナログは見当たらない。セメント

系材料の観点では，建造以来数年～数十年が経過した水タンク，水路，トンネル壁を調査した結

果，流水と接触していた面は著しい浸食が見られるが，ほとんど動いていない水と接触していた

面では表面のごく近傍で特にポルトランダイトが溶解し，替わりにカルサイトが沈殿している現

象が確認されている5)6)7)。またヨルダンのマカリンでは，天然のポルトランダイトと岩，地下水

の反応を見ることができ，C-S-H 等の生成が観測されている8)。 

ベントナイト系材料については，Smellie9)は北米の Wyoming ベントナイト鉱床が形成された白

亜紀から現在に至るまでに塩水環境下で存在していたのにも係らず Na 型ベントナイトとして存

在していることに着目しており，廃棄物処分で問題とされる 1000 年から 10 万年のオーダでの海

水環境下におけるベントナイトの健全性を示す現象の一つであると報告している。 

高レベル放射性廃棄物の処分分野では，緩衝材で囲まれたオーバーパックの腐食速度を検討し

ている。炭山ほか10)によれば淡水性粘土質土壌に数 10 年以上埋設された鋳鉄管の 大孔食深さ

H(mm)と埋設期間 Y(年)には，一般的に H=aYnの式で表され，a=0.298，n=0.502 を得たと報告して

いる。核燃料サイクル開発機構平成 13 年度年報 3)では，炭山ほかの結果に加えてイマヨイ遺跡，

出雲大社境内遺跡の結果を加えても H=0.298Y0.502よりも大きな 大孔食深さは確認されていない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
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・ プラグ，グラウト，支保，埋戻材の長期変質の時間変化 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 各部材の長期的な変質に対する試験確認 
・ セメント系材料，ベントナイト系材料の鉱物の熱力学的データ 
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ＸＣ－０２：付帯設備での溶質移動 

 
１．名称 
付帯設備での溶質移動（XC-02） 

 
２．概要 
プラグ，グラウト，支保，埋戻材中の溶質には，地下水中にもともと溶存するイオン種の他に充填

材，構造躯体，緩衝材からの溶出イオン，廃棄物から溶解した硫酸塩，硝酸塩などの人工バリアを変

質させる可能性があるイオン種，鋼材の腐食の要因となる溶存酸素がある。これらの溶質は主に移流・

分散，拡散現象により移動するものと考えられるが，溶質が高濃度で存在した場合や発熱性の廃棄物

の影響によりプラグ，グラウト，支保，埋戻材中の間隙水に密度差が生じた場合には，密度流や熱対

流を生じ，溶質の移動方向が変化する可能性がある。また溶質はその種類によってはプラグ，グラウ

ト，支保，埋戻材に収着され，各部位との反応により沈殿する可能性もある。これらの溶質が移動す

ることによりプラグ，グラウト，支保，埋戻材の各部位や緩衝材，母岩の変質を促進する可能性があ

る。 
 
３．安全性への影響機構 
プラグ，グラウト，支保，埋戻材には，大きく大別してセメント系材料，ベントナイト系材料（粘

土系材料），鋼材が候補材料として検討されている。溶質の移動は，これらの材料にもともと存在する

間隙や，材料中に生じたひび割れ，亀裂で起き，また材料の境界に生じた空隙内でも起きる可能性が

ある。 

プラグ，グラウト，支保，埋戻材での溶質移動はドライビングフォースの違いにより， 

・ 地下水流動による移流・分散 

・ 濃度勾配による拡散 

・ 地下水の密度差による密度流 

・ 温度差による熱対流 

の４種類が考えられ，溶質の移行する速度に影響する。特に支保である吹付けコンクリートと覆工は

セメント系材料であるため，ひび割れや変質を生じていない処分施設閉鎖後の初期においては，埋戻

材や支保での地下水流速を極めて遅くし，拡散が溶質の主な移動現象になる可能性がある。しかし埋

戻材には施設周辺の岩盤と同程度の透水係数をもつ材料が施工されることから，ひび割れや変質によ

って吹付けコンクリートや覆工の低透水性が損なわれた後においては，移流・分散が溶質の主な移動

現象となりうると考えられる。 

プラグ，グラウト，支保，埋戻材中の間隙水には，地下水中にもともと溶存するイオンが存在する。

またプラグ，グラウト，支保，埋戻材では，セメント水和物からのアルカリ金属元素や Ca2+の溶解，

ベントナイト系材料からモンモリロナイト，あるいは方解石，石英，長石，玉髄といった随伴鉱物の

溶解および二次鉱物の沈殿により間隙水組成が変化する。また緩衝材領域からは，充填材，構造躯体

でのセメント水和物の溶解により K+，Na+といったアルカリ成分や Ca2+に富む高 pH となった地下水に

加えて，廃棄物領域から溶解した硝酸イオン，硫酸イオンが埋戻材，支保，グラウト内に移動する。
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このようなイオン強度が高く高pHとなった地下水は，プラグ，グラウト，支保，埋戻材での収着に影

響するばかりではなく，母岩に漏洩し母岩の変質を促進し母岩の収着分配係数に影響する可能性があ

る。また処分施設操業時に取り込まれた溶存酸素は，ロックボルトや鋼製支保（鋼製セグメントなど）

の腐食により一部が消費されながらも，母岩もしくは緩衝材内に移動する可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動による移流・分散 
移流による溶質の移動は，地下水流動によって間隙中の地下水自体が移動し，その移動に従って溶

解している溶質も移動する現象である。地下水流動は上流側と下流側の２点間に全水頭差が生じた場

合に起こる。処分施設内の全水頭分布は，施設周辺の母岩中の地下水流動と処分施設内の各設備の水

理特性によって支配されている。 
また地下水流動は，間隙やひび割れ等の連続して貫通する空隙の内部で生じ，個々の水みちを比較

すると移行経路長が異なるため，溶質の到達時間の差が生じる。また個々の間隙内においては希釈も

生じる。分散はこの様な移行経路長の差や希釈割合の違いによって起きる。溶質の分散の度合いは，

分散係数により表現される。 
またモデルの観点からは，多孔質媒体モデルが用いられることが多く，また次項の拡散を含め，移

流・分散・拡散方程式を支配方程式とした物質移行解析が実施されることが多い。 
 

4.1.2 濃度勾配による拡散 

地下水を構成する水分子や地下水中に溶存するイオン種は熱運動により互いに衝突しており，地下

水中のイオン種は不規則に位置を変えている。この現象はブラウン運動と呼ばれており，拡散はイオ

ン種の熱運動やブラウン運動に起因する。拡散のドライビングフォースは，イオン種の濃度勾配とな

る。 
プラグ，グラウト，支保，埋戻材中の核種移行に対する重要性については，ペクレ数が関連してお

り，ペクレ数は各部材中の地下水流速が関連している。 
また移流による溶質の移行は，各部材中の比較的径が大きな連続する間隙やひび割れ内で起きるの

に対し，拡散は各部材に存在する全ての空隙に対して起きる現象である。モデル化の観点からは，前

項の移流・分散を合わせて，移流・分散・拡散方程式を支配方程式とした物質移行解析が実施される

ことが多く，拡散の度合いは拡散係数により表現されている。 
 
4.1.3 地下水の密度差による密度流 

密度流は重力流と呼ばれており，流体の密度差がドライビングフォースとなり地下水流動が生じる

現象である。密度流を扱った問題としては，例えば沿岸地域に見られる塩水くさびの問題がある。地

下水流動系には，陸地から海洋に向かう降水系地下水と海洋から陸地内に侵入した海洋系地下水が存

在し，それぞれが全く別の地下水流動系を形成している場合も考えられる。このため，処分施設が沿

岸地域に設置された場合には密度流が問題となる可能性がある。 
また密度流は塩水／淡水境界の問題に限らず地下水に溶解する塩濃度が大きい場合にも密度流を生
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じる可能性がある。しかし，プラグ，グラウト，支保，埋戻材に限れば溶質の移行距離も短く，また

密度流を生じることにより溶質と処分施設内の各部位との反応が変わるわけではないことから移動方

向および地下水流速の変化以外には密度流に特化した現象は見当たらない。 
密度流に関する試験研究は，主に沿岸地域の塩水汚染問題を扱ったものが多く，また母岩を対象と

しており，処分施設内を対象とした密度流の検討は見当たらない。 
 
4.1.4 温度差による対流 

対流は，温度により生じた流体の密度差により地下水流動が生じる現象である。 
TRU 廃棄物の中には放射性核種の崩壊により発熱する廃棄物があり，崩壊熱は熱伝導によって伝播す

る。このため廃棄体を高温域とした温度勾配を生じ対流を生じる可能性がある。第 1 次 TRU レポー

ト1)において施設周辺の温度変化を確認するために実施した熱解析の結果によれば，施設の温度は母

岩が堆積岩，結晶質岩であった場合とも処分施設の閉鎖後 10 年程度でピークを迎え，その後は序々

に温度が低下する結果が得られている。このため例え対流を生じたとしても，処分施設閉鎖後の初期

に限られると考えられる。 
 
4.2 経時変化予測 

支保，プラグ，グラウト及び埋戻材は設置時より地下水と接触し，地下水にもともと溶存するイオ

ンは支保，プラグ，グラウト及び埋戻材内を移動する。処分施設閉鎖前は，処分坑道内の地下水はポ

ンプ排水等により処分施設外に排水されるため地下水及び各部材と平衡になった間隙水成分は施設外

に排出される。処分施設閉鎖後，施設は再冠水する。処分施設の再冠水後には，地下水流速が定常に

近づき，その後各部材中での溶存イオンの移動は継続的に続く。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該FEPに付随する概念的不確実性 
プラグ，グラウト，支保中での移行が移流支配であるのか，拡散支配であるのか。 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ プラグ，グラウト，支保，埋戻材中での移行経路の空間的な分布（ひび割れの位置，規模） 
・ プラグ，グラウト，支保，埋戻材の変質の長期的な時間変化 
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ＸＣ－０３：付帯設備と地下水の反応 

 
１．名称 
付帯設備と地下水の反応（XC-03） 

 
２．概要 
当該FEPは，プラグ，グラウト，支保，埋戻材の地下水との反応による液相側の影響を対象とする。 

プラグ，グラウト，支保，埋戻材には， 

プラグ：ベントナイト，コンクリートもしくはそれらの複合材料 

グラウト：粘土系材料，セメント系材料 

支保：セメント系材料（コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリー

ト等），鋼材（鋼製セグメント，ロックボルト等） 

埋戻材：礫，砂にベントナイトを混合した材料，セメント系材料 

が候補材料として検討されており，セメント系材料，ベントナイト系材料，鋼材に大きく分類できる。

これらの部材は，長期的に地下水と反応し，このためプラグ，グラウト，支保，埋戻材中の地下水組

成が変化する。 

セメント系材料からはセメント水和物の溶解によりアルカリ金属，Ca2+が溶出し，地下水は高pHと

なる。この高pHとなった地下水は，緩衝材，埋戻材に移動し透水係数や分配係数に影響する可能性が

ある。また母岩に移動した場合には，母岩の変質を促進し母岩の吸着性能に影響する可能性がある。 

また埋戻材中にはベントナイトの随伴鉱物である黄鉄鉱が比較的多量に含まれている可能性があり，

黄鉄鉱の酸化還元反応においては溶存酸素を消費し，地下水を酸化性から還元性に変化させる可能性

がある。更に支保部材として使用される鋼製部材は，地下水との接触により溶存酸素を消費し，黄鉄

鉱の酸化還元反応と同様に地下水を酸化性から還元性に変化させる可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構 

3.1 セメント系材料との反応 
セメント系材料を使用する部材には，埋戻材の膨潤圧に耐える要求があるプラグ，岩盤補強の目的

に使用されるグラウト，埋戻材，コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ちコンク

リートなどがある。セメント系材料と地下水との反応では，セメント水和物の溶解に伴い地下水を高

pH にしアルカリ金属，Ca2+に富んだものに変化させる。埋戻材にベントナイト系材料が使用された場

合には，イオン強度の増加に伴いモンモリロナイトの膨潤性が低下し，埋戻材の透水係数が増加する

可能性がある。また埋戻材の吸着性能を低下させる可能性がある。 

 
3.2 ベントナイト系材料への影響 

ベントナイト系材料には，プラグ，グラウト，埋戻材に使用される可能性がある。遮水性能を期待

するプラグには緩衝材と同等のベントナイト含有量をもつ材料が使用される可能性があるものの，緩

衝材に比べて遮水性を必要としない埋戻材や高流動性を必要とするグラウトには緩衝材に比べてベン

トナイト含有量が低い材料が使用される可能性がある。しかし埋戻材は必要とする容積が大きいため
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ベントナイト材の容量としては大量となる。 
ベントナイト系材料と地下水が反応することにより地下水組成が変化する。その中でベントナイト

系材料に含まれる黄鉄鉱との酸化還元反応では，地下水中の溶存酸素が消費される。処分施設閉鎖直

後においては，操業中に地下水中に取り込まれた溶存酸素により酸化性となっていた地下水が再び還

元性に変化する可能性がある。 
 

3.3 鋼材への影響 

鋼材はロックボルト，ロックアンカー，鋼製セグメント，鋼製支保工などに使用される可能性があ

る。 

地下水には処分施設の操業中に酸素が取り込まれ，還元性であった地下水が酸化性に変化する。ま

た処分施設内のセメント系材料からのアルカリ金属，Ca2+の溶出により高pHとなると考えられる。こ

の高pHが維持される環境においては，鋼材は不動態化し腐食速度は遅いと考えられる。しかしロック

ボルトのように母岩と直接接するような場合には母岩から新鮮な地下水が供給され pH が低下する可

能性がある。この場合には，不動態化が阻害され腐食速度が増加する可能性がある。 

また鋼材は地下水中に溶存酸素が存在する間においては好気性腐食し溶存酸素が消費される。この

好気性腐食は溶存酸素が十分存在する間は継続する。このためベントナイト系材料における黄鉄鉱の

酸化還元反応と同様に地下水を酸化性から還元性に変化させる可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料 
セメント系材料は地下水との反応により溶解及び変質すると考えられているが，その溶解劣化現象

に対しては，初期水和生成物の設定とともに長期にわたる溶解現象に関しては数種類のアプローチか

らモデルが構築されている。 

Greenberg & Chang1)によれば，固相中に C-S-H ゲルのみが存在するケースでは，C-S-H ゲルの調和

溶解点以外では非調査溶解する。調和溶解点に対してCa/Si比が大きい場合にはケイ素に比べてカル

シウムの方が優先的に溶解するため，C-S-H ゲル中の Ca/Si 比も溶解の進行に従って連続的に低下す

る。Ca/Si比が調和溶解点に達すると，C-S-Hゲルの溶解はカルシウムとケイ素の比が一定のまま溶解

し，C-S-Hゲルが完全に溶解するまで地下水のpHは一定となると考えられている。OPCと混合セメン

ト（OPC/BSF=1/9）はいずれの場合も水和終了時点ではCa/Si比は調和溶解点よりも大きい。C-S-Hゲ

ルが水への溶解のみで変質すると仮定すれば，初期には非調和融解でカルシウムが選択的に溶解する

ためゲル中のCa/Si比が徐々に減少し，その比が調和溶解点に達した時点で調和的な溶解が始まり

終的にゲルが消失すると考えられている。 

セメント系材料中のC-S-Hゲルの熱力学的取扱いについては，Bernerら2)，Glasserら3)，Atkinson

ら4)，Reardon ら5)により Greenberg & Chang1)や Fujii & Kondo6)の試験結果等を用いてモデル化が試

みられており，三原ら7)の報告によってまとめられている。 

BarnerらはCa/Si比を３領域に区分し，存在する固相の鉱物と，その平衡定数をCa/Si比の関数と

して表すモデルを示し，実験とモデルによる比較を行っている（図1,2）。GlasserらはCa/Si比が0.8
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～1.7の間に関して，化学組成を仮定し，Gibbsの生成自由エネルギーを求めている。Atkinsonらは，

Ca/Si比0.833で区分けし，固相をそれぞれ設定しGibbsの生成自由エネルギーを求めている。Reardon

らは，化学組成を酸化カルシウムと二酸化ケイ素，水の混合物を仮定し，溶解の平衡定数を求めてい

る。これらのモデル化では溶解の反応式を実験結果から反応式を導きだしている。またモデルは仮想

的な固相の溶解度積を既存の溶解データにあうようにフィッティングしたものであり，モデルにより

結果は大きく変わらないと推定されている。またC-S-Hゲル以外のセメント水和物の溶解に関しては，

非調和溶解の可能性が示唆されている水和物もあるが調和溶解するとして評価されている例がある8)。

また，セメントを C-S-H ゲルとこれらの鉱物との共存系としてモデル表現するために，C-S-H ゲルを

より単純な固溶体として表現したモデルを提案し，セメントの溶解変質特性を良く再現できることを

示した例もある9)。 

二次鉱物の生成に関しては，セメント鉱物の地下水への溶出，炭酸化，SO4
2-，Cl-やMg2+との反応を

もとに設定されているが，これらの相互反応については現在ところ不確実であり，今後模擬地下水等

を用いたセメント系材料の浸出試験の実施とそれに伴う固相における二次鉱物の生成に関して確認を

行う必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 1 BernerによるCa/Si系鉱物相の分類の考え方 
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図 2 Greenberg & Changの実験値とBernerのモデルの比較 

 
4.1.2 ベントナイト系材料 

ベントナイト系材料の地下水との反応に関しては，モンモリロナイト，玉髄，方解石，黄鉄鉱など

が寄与する。ベントナイトと間隙水間の化学的緩衝性を支配する主な化学反応としては以下の反応が

主要なものであると考えられる。 
・ モンモリロナイト鉱物の層間イオン交換反応 
・ モンモリロナイト鉱物及び随伴鉱物の溶解／沈殿反応 
・ モンモリロナイト鉱物の結晶端における酸・塩基反応 
・ ベントナイト中に含まれる可溶性塩の溶解 

(1) モンモリロナイト鉱物の層間イオン交換反応 
Ca2+ + 2[Na型モンモリロナイト] = [Ca型モンモリロナイト] + 2Na+ 

一般にNa 型ベントナイト中のモンモリロナイトのイオン交換サイトには，主にNa+と，幾分かの

Ca2+が吸着されており，これらは，接触する溶液中の陽イオン濃度と交換する。セメント影響を受

けた地下水がベントナイト系部材中に浸入すると考えられるＴＲＵ廃棄物処分システムにおいて有

意な影響を与え得るのは，上式で示されているNa+からCa2+へのイオン交換であると思われる。この

反応は，溶液中の陽イオン濃度を変化させ，鉱物の溶解／沈殿にも影響を及ぼす。たとえば，溶液

からの Ca+2の取り込みはベントナイト中の方解石の溶解を促進し，結果として溶液の pH を上昇さ

せる。 
(2) モンモリロナイト鉱物及び随伴鉱物の溶解／沈殿反応 

H12 レポート10)においては，モンモリロナイト鉱物の溶解／沈殿反応は影響が小さいとして考慮

されていない。しかし，ＴＲＵ廃棄物処分施設の場合，処分施設内のセメント系材料よりもたらさ
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れる高アルカリ間隙水との反応が生じると考えられる。 

また，主な随伴鉱物の溶解反応としては以下のものがある。 

a. 方解石の溶解 

CaCO3（方解石）+ H2O = Ca2+ +HCO3
- +OH- 

方解石はベントナイトに含まれている不純物であり，間隙水と上式にしたがって化学反応

を起こし，結果として pH を上昇させる。また，上述したように，この反応で生成された Ca

イオンがイオン交換反応にも使われる。 

b. 玉髄の溶解 

SiO2(玉髄) + 2H2O = H3SiO4
- + H+ 

SiO2(玉髄) + 2H2O = H2SiO4
- + 2H+ 

玉髄はベントナイトに含まれている不純物であり，接触する間隙水のpHに応じて間隙水と

上式にしたがって化学反応を起こし，結果としてpHを低下させる。 

c. 黄鉄鉱の酸化溶解 

FeS2（黄鉄鉱）+ 15/4O2(aq) + 1/2H2O → Fe3+ + 2SO4
2- + H+ 

酸化条件では，黄鉄鉱は上式に従う酸化溶解反応により，pHを低下させることが確認され

ている11)。 

d. C-S-H，アナルサイム等の沈殿 

C-S-H（セメント化学の分野ではCaO=C，SiO2=S，H2O=Hと略す）はセメント水和物の一種

であるが，100℃以下では不安定な低結晶相であるC-S-Hが生成する可能性がある。 

またベントナイトからのシリカ，アルミナの溶解によりベントナイト系材料はゼオライト

化する可能性がある。この反応は pH９以上で促進される。スメクタイトからは 1.5～2.5 の

Si/Al 比をもつアナルサイム，フィリップサイト及びナトロライト等の低シリカのゼオライ

トの生成が報告されている8)。 

(3) モンモリロナイト鉱物の結晶端における酸・塩基反応 

Surf_sOH ＝ Surf_sO-＋ H+  

Surf_sOH ＋ H+ ＝ Surf_sOH 2
+ 

ここで，Surf_sOH : 表面サイト，H+: 水素イオン 

モンモリロナイト結晶端の酸塩基解離反応は，等電荷点より高い pH 条件では，pH を低下させる

傾向を示す。これらの反応を考慮することで，低酸素条件下でのベントナイト－水反応におけるpH

の固液比依存性の傾向を説明することが可能である12)。 

(4) ベントナイト系材料中の間隙水のモデル化 
H12 レポートにおいて，上記に示した緩衝材と地下水との反応に基づき緩衝材中の間隙水組成に

関して以下に示す水化学モデルが検討されている。 
実験的・モデリング研究を基盤とし，緩衝材中の地下水化学を規定する各反応との熱力学的な平

衡を扱った間隙水化学モデルを次のように考えている。なお，モデルには一般の溶液化学（間隙水

の化学ポテンシャルを１とし，溶存化学種の活量補正は Davies の式に従うものとする）が適用さ

れている。 
陽イオン交換反応について，国産ベントナイト製品であるクニゲルV1を精製したモンモリロナイ
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トへの陽イオン吸着実験を行い，固相の陽イオン交換組成を当量分率で扱ったGaines and Thomas13)

の定義に従って陽イオン交換選択係数の選定がなされている。モンモリロナイト鉱物結晶端におけ

る酸・塩基反応については，クニゲルV1を精製したモンモリロナイトへの滴定実験結果より，The 

Generalized Two Layer Model14)の定義に従って酸解離定数を導出している。また，平衡鉱物の仮定

には，クニゲルV1の構成鉱物である方解石，玉髄および黄鉄鉱が考慮されており，腐食生成物とし

ては，低酸素濃度条件で熱力学的に安定とされる磁鉄鉱が考慮されている。 

間隙水化学モデルの妥当性については，ベントナイト・水反応実験データをもって検証されてお

り，実験条件として，降水系地下水，海水系地下水，セメント系地下水の組成を模擬し，また，懸

濁状態から圧密状態までの広い固相濃度条件が設定されている。実験結果は固相濃度依存性，溶液

組成依存性を示しており，ベントナイト中の可溶性不純物の溶解反応を加味した間隙水化学モデル

によって解釈することができ，モデルの妥当性が評価されている。 
 

4.1.3 鋼材の腐食 

処分施設からのセメント系材料からのアルカリ成分の溶解により，処分施設内の地下水はpH12以上

の高pH，高アルカリとなる。鉄の表面には厚さ1～3nmの水酸化物（γ-Fe2O3・nH2O）からなる薄い酸

化被膜（不動態膜）を形成し，腐食作用から鉄を保護する15)。地下水中に一般に含まれる炭酸塩は炭

素鋼の不動態化を促進し，不動態化臨界pHを低下させることが知られている16)。また不動態膜は，ハ

ロゲンイオン，硫酸イオン，硫化物イオンにより破壊され，鉄の腐食を促進する15)。 

地下深部の地下水は還元環境下であると考えられているが，処分施設建設時に溶存酸素を取り込み，

一時的に酸化環境となると考えられており，溶存酸素が十分に存在する場合には以下の好気的腐食が

生じる。 

4Fe + 6H2O + 3O2 ⇒ 4Fe(OH)3 （もしくは第二鉄塩） 

しかし地下水中の溶存酸素は鉄の腐食等により消費されるため，反応が進むと嫌気性腐食を生じ，

ガスを発生する。 

Fe + 2H2O ⇒ Fe(OH)2 + H2 （もしくは第一鉄塩） 

Fe(OH)2は，Schikorr 反応により Fe3O4を生ずる場合がある。ただし Schikorr 反応は，50～60℃以

上で生じる（以上，Smart17））。 

3Fe(OH)2 ⇒ Fe3O4 + 2H2O + H2 

嫌気性腐食の場合，高アルカリ地下水では不動態が妨げられ，全面腐食となる可能性がある。セメ

ント平衡水を基本ケース（pH11.8）として，溶存酸素濃度が20%（高酸素条件），100ppb（低酸素条件），

1ppb（低酸素条件），pH が 11.8～14%の範囲で実施された炭素鋼試験片の腐食試験の結果18)によれば，

高酸素条件ではpH12.5～14で不動態化によりガス発生量が減少したのに対し，低酸素条件ではpH11.8

～13 の範囲では不動態化したが pH12.5～14 の範囲では不動態域から活性域に移行することによりガ

ス発生量が増加したとの記載がある。 
 

4.2 経時変化予測 

プラグ，グラウト，支保，埋戻材の各部材に対する経時的な変化は不明である。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

プラグ，支保，グラウト，埋戻材を対象としたナリュラルアナログは存在しない。セメント系材料

の観点では，建造以来数年～数十年が経過した水タンク，水路，トンネル壁を調査した結果，流水と

接触していた面は著しい浸食が見られるが，ほとんど動いていない水と接触していた面では表面のご

く近傍で特にポルトランダイトが溶解し，替わりにカルサイトが沈殿している現象が確認されている

19)20)21)。またヨルダンのマカリンでは，天然のポルトランダイトと岩，地下水の反応を見ることがで

き，C-S-H等の生成が観測されている22)。 

ベントナイト系材料については，Smellie23)

• 

• 

• 

• 

• 

 

が北米のWyomingベントナイト鉱床が形成された白亜紀

から現在に至るまでに塩水環境下で存在していたのにも係らず Na 型ベントナイトとして存在してい

ることに着目し廃棄物処分で問題とされる1000年から10万年のオーダでの海水環境下におけるベン

トナイトの健全性を示す現象の一つであると報告している。 

高レベル放射性廃棄物の処分分野では，緩衝材で囲まれたオーバーパックの腐食速度を検討してい

る。炭山ほか24)によれば淡水性粘土質土壌に数10年以上埋設された鋳鉄管の 大孔食深さH(mm)と埋

設期間 Y(年)には，一般的に H=aYnの式で表され，a=0.298，n=0.502 を得たと報告している。核燃料

サイクル開発機構平成13年度年報25)では，炭山ほかの結果に加えてイマヨイ遺跡，出雲大社境内遺跡

の結果を加えてもH=0.298Y0.502よりも大きな 大孔食深さは確認されていない。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該FEPに付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 

セメント系材料ではC-S-H 以外の鉱物の溶解（調和溶解／非調和溶解） 
構造躯体と埋戻材との境界における反応と生成される鉱物 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

セメント鉱物の溶解と地下水中の溶存イオン種との反応による二次鉱物の生成を伴う

相互反応についての確認試験 
地下水とセメント鉱物との反応に関する熱力学データ 
地下水とベントナイト系材料との反応に関する熱力学データ 
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ＸＣ－０４：付帯設備の化学的変質 

 
１．名称 
付帯設備の化学的変質（XC-04） 

 
２．概要 
当該 FEP は，プラグ，グラウト，支保，埋戻材の固相での反応及びその変化を対象とする。プ

ラグ，グラウト，支保，埋戻材には， 

プラグ： ベントナイト，コンクリートもしくはそれらの複合材料 

グラウト： 粘土系材料，セメント系材料 

支保： セメント系材料（コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ち

コンクリート等），鋼材（鋼製セグメント，ロックボルト等） 

埋戻材： 礫，砂にベントナイトを混合した材料，セメント系材料 

が候補材料として検討されており，材料に含まれるセメントペースト及びベントナイトの量は部

材の用途に応じて変更されるものの，これらの部材はセメント系材料，ベントナイト系材料，鋼

材に大きく分類することができる。これらの材料と地下水の反応の反応は，セメント系材料であ

れば充填材，ベントナイト系材料であれば緩衝材，鋼材であれば構造躯体中の鉄筋や鋼製躯体で

起きる反応と同じ反応を生じるものと考えられる。これらの部材が地下水と反応することにより，

部材の材質が変質し部材の機械的強度が低下する可能性がある。また部材の空隙構造が変化し水

理場を変化させる可能性がある。また部材の吸着サイトの状態を変化させることにより，部材の

吸着性能を変化させる可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構 

3.1 プラグ 
埋戻材の膨潤圧に耐える機能が要求される場合にはセメント系材料の使用が検討されている。

セメント系材料と反応する主なイオンとしては，炭酸イオン，硫酸イオン，塩化物イオン，マグ

ネシウムイオンがある。炭酸イオンとマグネシウムイオンとの反応では，前者はカルサイト，後

者はマグネサイトやブルサイトを生成し，プラグの吸着性能を変化させる可能性がある。また硫

酸イオンや高濃度の塩化物イオンとの反応では，前者はエトリンガイト，後者はフリーデル氏塩

を生成し，ひび割れの発生要因となる可能性がある。プラグ中にひび割れが生じ，ひび割れが水

みちとなった場合には，坑道内の地下水流速を増加させ放射性核種の移行を速める可能性がある。

また坑道内の遮水性が要求される場合にはベントナイト系材料の使用が検討されている。地下水

と反応することにより，プラグ内のモンモリロナイトが溶解し，また二次鉱物を生成し沈殿する

可能性がある。その結果，プラグの透水係数が変化し放射性核種の移行が変化する可能性がある。 
 

3.2 グラウト 

グラウト材には，岩盤の補強の観点からセメント系材料，止水の観点から粘土系材料の使用が

検討されている。ただし高流動性が要求されるグラウトについては，セメント系材料の場合は水
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－セメント比が大きな材料，粘土系材料の場合はベントナイト含有量が小さな材料が用いられる

可能性がある。 
セメント系材料が使用された場合，プラグの場合と同様の反応が考えられる。この結果，グラ

ウトの材質が変化し，ひび割れを生じる可能性がある。これらの反応によりグラウトの吸着性能

が変化し，またひび割れを生じた場合にはグラウトの透水係数が変化して処分施設周辺の水理場

が影響を受ける可能性がある。粘土系材料が使用された場合もプラグの場合と同様にモンモリロ

ナイトの溶解，また二次鉱物の生成，沈殿により透水係数が変化し，処分施設周辺の水理場が変

化する可能性がある。 
 

3.3 支保 

支保材としては，岩盤条件や地盤状況に応じて吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリート，

ロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメント，RC セグメントなどの適用が検討

されている。 

セメント系材料である吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリート，RC セグメントでは，プ

ラグと同様の反応が生じると考えられる。特に硫酸イオンや高濃度の塩化物イオンとの反応や，

炭酸イオンとの反応で地下水中の pH が低下し RC セグメント中の鉄筋が腐食を生じた場合にはひ

び割れを生じる可能性がある。ひび割れが過度に起きた場合には支保の機械的な特性が低下する

ことにより処分坑道周辺の応力場が影響を受ける可能性がある。またこれらの部材の変質による

空隙率の増加やひび割れの発生は，支保部材周辺の水理場を変化させる可能性があり，吹き付け

コンクリートにひび割れが生じた場合には，埋戻材中の地下水流速が増加し，放射性核種の移行

速度が速められる可能性がある。またこれらの部材が変質することにより，支保材の吸着性能が

変化する可能性がある。 

またロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメントの鋼製部材は，地下水との

接触により腐食し，ガスを発生するとともに部材の機械的特性が低下する可能性がある。支保材

周辺の地下水は，充填材や構造躯体中のセメント水和物の溶解に伴う高 pH となった地下水により

高 pH に保たれるため腐食はわずかであると考えられるが，母岩からの地下水の流入などの要因に

より pH が低下した場合には腐食が促進される可能性がある。 
 

3.4 埋戻材 

埋戻材には礫，砂にベントナイトを混合した材料もしくはセメント系材料の使用が検討されて

いる。埋戻材にはグラウトよりも高強度が要求されるが，緩衝材に比べると遮水性が要求される。

このためセメント系材料の場合にはグラウトよりも水－セメント比が小さく緩衝材よりも水－セ

メント比が大きな材料，粘土系材料の場合にはグラウトよりもベントナイト含有量が大きく，緩

衝材よりもベントナイト含有量が小さい材料が用いられる可能性がある。また埋戻材はグラウト

よりも高強度が要求されるが緩衝材に比べると遮水性を要求されないため，セメント系材料の場

合にはグラウトよりも水－セメント比が小さく緩衝材よりも水－セメント比が大きな材料，粘土

系材料の場合にはグラウトよりもベントナイト含有量が大きく，緩衝材よりもベントナイト含有

量が小さい材料が用いられる可能性がある。 
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セメント系材料においては，プラグと同様の地下水との反応が考えられる。部材の変質や硫酸

イオンや高濃度の塩化物イオンとの反応により生じたひび割れにより埋戻材の透水係数が増加す

る可能性がある。また二次鉱物の沈殿によりセメント系材料の吸着性能が変化する可能性がある。

粘土系材料においても，プラグと同様の地下水との反応が考えられ，モンモリロナイトの溶解や

二次鉱物の沈殿は埋戻材の透水係数を変化させる可能性がある。また二次鉱物の沈殿は埋戻材の

吸着性能を変化させる可能性がある。埋戻材の透水係数および吸着性能が影響を受ける結果，処

分坑道内の地下水流速が増加し，放射性核種の移行速度を速める可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料の化学変質のメカニズム 
(1) Na，K の浸出 

セメントから 初に浸出するのは，Na，K のアルカリ金属である。これらは容易に溶解する

ため空隙水中の初期溶存イオンとしては支配的な元素である。これらにより，初期のセメント

空隙水の pH は 12.5～13 程度を示す。 

ただしこれらのアルカリ金属の含有量は 1%程度であるため移流と拡散によって外部へ運ば

れると，空隙水中の濃度は低下する。したがって，これらの影響は初期に限られると考えられ

る。 

(2) ポルトランダイト（Ca(OH)2），C-S-H の溶解 

ポルトランダイトの溶解度は 1.5×10-2mol/l と高く，セメント鉱物の中で 初に溶解する。

この溶解反応により，空隙水は pH12.5 を呈する。 

ポルトランダイトの次に溶解するのは，C-S-H（カルシウム－シリケート－ハイドレートゲル）

である。これは，Ca と Si の連続的な構成比を持つ固溶体である。Ca/Si 比は，0.4 又は 0.6～

1.6 又は 1.8 の範囲であると言われている1)2)。C-S-H が溶解する際には，Ca/Si 比が 0.833 以上

では選択的に Ca を放出し（非調和（インコングルエント）溶解），結果としてより低い Ca/Si

比の C-S-H ゲルへ変化する。この C-S-H ゲルのインコングルエントな溶解は，Ca/Si 比が 0.833

になるまで継続する。Ca/Si 比が 0.833 の時点で固相と液相の Ca/Si 比が一致するため，これ

以後は調和（コングルエント）溶解となる。 

Si 濃度が比較的高い条件に，Ca イオンが供給されると，Si 濃度の高い（Ca/Si 比の低い）C-S-H

ゲルが形成される。C-S-H の溶解を検討する場合，この様な再沈殿の可能性の考慮が必要であ

る。 

(3) C-S-A-H の溶解 

セメントのもう 1 つの主成分は，Al であり，特にスラグセメント，フライアッシュセメント

などはその含有量が多い。Al は，Ca，Si と結合して，C3AH6，C2ASH8，C3AS3などの鉱物となる。 

シュミュレーションの結果によればこのうち初期に存在するのは C3AH6であり，これが溶解す

ると替わりに C2ASH8が沈殿し，その次に C3AS3が沈殿するというシリーズを形成される。 

(4) エトリンガイトの生成 

地下水中などの SO4
2-イオンと Ca，Al が結合して石膏(CaSO4)，モノサルフェート(C3ACs)，エ
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トリンガイト(C3A(Cs)3)を形成する。このうちのどれが形成されるかは，SO4
2-イオンの濃度に

よる。 

エトリンガイトの形成は大きな体積膨張を伴うため，セメント系材料にひび割れを発生させ

る可能性がある。 

SO4
2-イオンの供給源としては，地下水の他に，ベントナイトに約 2%含まれるパイライト(FeS2)

によるものが考えられる。還元環境中においては，パイライトの溶解度は低いため，これから

の SO4
2-イオンの供給は少ない。また，初期に酸化雰囲気であっても，水の動きが少ない条件で

あればパイライトの溶解とこれに含まれる Fe2+の酸化によって系内は還元環境に変化し維持さ

れる。ただし，緩衝材が施工されてから処分空洞が閉鎖されるまでの期間は大気と接触してい

るため，この期間中に空気中の酸素と反応して一部が酸化されるため，この影響を検討する必

要がある。 

(5) カルサイトの生成 

カルサイトは，炭酸イオンと Ca の化合物である。 

大気中におかれた構造物の場合には，空気中の二酸化炭素がコンクリート中を拡散し，カル

サイトを生成することにより pH が低下し（中性化），鋼材を腐食させる原因となる。 

地下構造物である処分施設においては，水中の拡散係数が小さいことからこのような反応は

長期間にわたり僅かずつ進行すると考えられる。また，建設，操業期間中には大気と接してい

るため，この期間には表面の一部が中性化するものと考えられる。 

コンクリートの鉄筋の位置まで中性化した領域が到達した場合に，酸化性雰囲気中では，鋼

材が好気性腐食を起こし酸化第 2 鉄となり体積が増加することによりコンクリートにひび割れ

を発生させることが懸念される。処分施設の設置深度においては，埋め戻し後に還元雰囲気に

なる可能性が高く，また仮に地下水が酸化性雰囲気であっても，水の交換が緩やかであるため

に，鉄筋の一部が酸化することにより還元雰囲気となり，その状況が長期間継続すると考えら

れる。このような還元雰囲気においては鉄の腐食速度が小さいため，大気中の中性化と比べる

と影響は小さいことが考えられる。 

 
4.1.2 ベントナイト系材料 

(1) スメクタイトの変質 

a. イオン交換 

ベントナイトの主成分であるスメクタイトは層電荷が 0.2～0.6/010(OH)2 の範囲にある

２：１層構造の珪酸塩鉱物の総称であり，Si-O 四面体が六角網状に連結した四面体シート

２つと Al-O 又は Mg-O 八面体シート１つが層状に重なった構造をもつ（図 1 参照）。スメク

タイトの層間には，水和した層間陽イオンと水分子が存し，この層間陽イオンは，地下水

中の陽イオンと容易にイオン交換する。 

TRU 廃棄物の処分施設には，充填材，構造躯体及びセメント系材料を使用したプラグ，

グラウト，支保が存在するため，処分施設が再冠水した後，セメント系材料より溶出する

アルカリ成分により処分施設内は長期間にわたって高アルカリ性環境となる。間隙水中の

溶存イオンは，初期には Na，K が支配的であり，長期的には Ca が支配的となると考えられ
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ている3)。 

TRU 廃棄物の処分施設には，膨潤性に優れた Na 型ベントナイトの使用が検討されている

が，スメクタイトの層間陽イオンが Ca にイオン交換することにより，Ca 型ベントナイト

となる。Na 型ベントナイトと Ca 型ベントナイトでは，スメクタイトの層間距離が異なり，

Ca 型ベントナイトの方が狭いため，結果としてベントナイト鉱物同士の間隙が広がり，透

水係数，拡散係数が増加すると考えられる。また Ca 型化以外のイオン交換反応については，

ドラム缶，廃棄体パッケージ，鉄筋等から供給される Fe イオンによる Fe 型化が考えられ

るが，イオン変換だけの変質であればスメクタイト特有の性質（膨潤性，核種の収着性）

を有していることから，Ca 型化と同程度の影響であると考えられている4)。また，実際に

炭素鋼試験片と４年間接触させたベントナイトの接触面において Fe 型化が確認されたス

メクタイトの層間距離をＸ線回折により確認した結果，Fe 型化したスメクタイトの層間距

離が Ca 型化したスメクタイトと同程度であったことも確認されている 7)（図 2 参照）。 

 

 

図 1 モンモリロナイトのスケルトン構造 
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図 2 鉄試験片との接触面試料の相対湿度制御下での底面間隔の変化 

 
ｂ. イライト化 

スメクタイトのイライト化は天然の埋没続成作用や熱水変質作用の結果として広く認め

られる現象である。SR975)によれば，イライト化は次の化学反応式で表現されている。 

モンモリロナイト + K+ ⇒ イライト + Si4+ + Ca2+/Na+ 

モンモリロナイトのイライト化による透水係数への影響については，Pusch6）の MX-80

を高温で高 Na 濃度における緩衝材の透水係数への影響を調べた試験結果においては，２オ

ーダの増加が確認されている。ただし Pursch の試験は，TRU 処分概念検討書で検討されて

いる施設設計の温度上限値よりも高温であり，地下水中の Na 濃度も塩水よりも高い濃度で

あることに注意する必要がある。 

H12 レポート 4)によれば，Kinnelule ベントナイト鉱床でのナチュラルアナログ研究にお

いてベントナイトが 100℃～150℃の温度に数百万年間曝されていたにも関わらずイライ

ト化が確認されていない事実やカリウムの供給量の限界を理由にイライト化が妨げられる

可能性を示している。 

ｃ. 擬クロライト化 

廃棄体パッケージや鉄筋の腐食により生成する鉄水酸化物や，他の鉱物変質にともなっ

て生じる Al 水酸化物などがスメクタイトの層間に入ることにより，スメクタイトの２：１

層の骨格は変化しないものの，クロライト類似の鉱物（14Å非膨張層）が生成することに

よりスメクタイトが非膨張性のフィロ珪酸塩鉱物に変化する。この変化は緩衝材の膨潤性

能に影響があり，水理特性や物質移行特性に影響する。 

H12 レポートでベントナイト鉱山の鉄製支保と接触していたベントナイトを調査した結

果では，鉄との反応によるスメクタイトの変化は認められていない 4)。また炭素鋼試験片

を圧縮ベントナイトに挟み込み，人工海水に含水飽和させ４年間静置した試料を調査した

結果では，接触面近傍から約 0.1mm の厚さで変色が見られ，接触面でわずかに菱鉄鉱が見
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られた他は，Fe 型化が認められただけであったことが報告されている7)。 

ｄ. ゼオライト化 

ゼオライトは，Na，Ca 等の含水アルミノ珪酸塩鉱物で３次元に広がる中空構造を有し，

火山岩の熱水反応等により生じる。ゼオライトは，アルカリ性において安定な鉱物であり，

pH9 以上のアルカリ領域での粘土の溶解によっても形成される。pH9 以上ではシリカとアル

ミナの溶解度は上昇し，ゼオライト化は促進される。スメクタイトからは1.5～2.5のSi/Al

比をもつアナルサイム，フィリップサイト及びナトロナイトなどの低シリカのゼオライト

が形成される。 

e. C-S-H 化 

C-S-H は，カルシウムとシリカよりなる水和物であり，セメントの水和生成物の一つと

しても存在する。この水和物の組成と分類は研究者により異なっており，100℃以下で生成

するものは不安定な低結晶相であり，TRU 処分施設の施設設計上の温度上限値は 80℃であ

るので，低結晶相の C-S-H がベントナイトの変質鉱物として生成すると考えられる。 

ｆ. ハイデライト化／シリカセメンテーション 

ハイデライト化はモンモリロナイトの層構造からシリカが除かれ，変わりにアルミニウ

ムによって置換されることによって起きる。また除かれたシリカはベントナイト粒子に沈

着する。この現象はシリカセメンテーションと呼ばれている。 

(2) モンモリロナイトの溶解 

モンモリロナイトは，ｐＨおよび温度の増加により溶解速度が増加することが Na 型ベントナ

イト（クニミネ工業㈱製クニピアＦ）を精製することにより作製したモンモリロナイトの溶解

試験により確認されている8)。 

モンモリロナイトの溶解は，地下水中のイオン種と反応して，例えば C-S-H 化，ゼオライト

化，またカルサイトの沈殿といった反応を同時に生じることもある。固液比 1/100～1/1000 で

ベントナイト粉体とアルカリ溶液とを混合した系において実施されたバッチ試験ではゼオライ

トの一種であるアナルサイム（NaAl2Si2O6）などの二次鉱物の生成が文献調査の結果として記載

して9）。また実際に 0.2L の 1MNaOH 溶液に 1.98g の Na 型ベントナイトを浸漬させた試験では，

固相のＸ線回折の結果から２次鉱物として生成したアナルサイムの存在が確認されている10)。 

(3) 随伴鉱物の溶解／沈殿 

a.カルサイトの溶解 

高 Ca 濃度条件下では，ベントナイトはイオン交換により Ca 型化する。その反応式は次

式で表される。 

2XNa + Ca2+ ⇔ X2Ca + 2Na+ 

しかし，この反応はカルサイトの沈殿反応と競合する。 

Ca2+ + HCO3- ⇔ カルサイト + H+ 

地下水の炭酸塩濃度が十分低い場合，カルサイトの沈殿反応は Ca 型化の反応に勝てず，

カルサイトは溶解する可能性が大きい。その場合，H+の消費により pH が増加する。緩衝材

中の地下水流速は遅いため，反応はほぼ平衡状態にある 5)。 

ｂ.パイライトの酸化 
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ベントナイト中に含まれるパイライト（黄鉄鉱）は，地下水中の溶存酸素により次式の

反応式に従って酸化される。 

2 パイライト + 7.5 O2 (aq) + 7 H2O ⇔ 2 Fe(OH)3 + 4SO4
2- + 8H+ 

黄鉄鉱の酸化は H+を放出するため pH の低下を招くが，カルサイトの溶解によって pH の

低下は緩衝される。緩衝材中のパイライトが十分あれば，処分場閉鎖後に残存していた酸

素は全てパイライトの酸化反応により消費される 5)。 

ｃ.硫酸カルシウムの溶解 

硫酸カルシウム（ジプサム及びアンハイドライト）及びカルサイトは，高温下では低温

下よりも溶解度が小さい。構造躯体が高温の初期段階では，プラグ，グラウト，埋戻材で

溶解し，構造躯体表面で再沈殿する可能性がある 5)。 

ｄ.石英，長石等の溶解／再沈殿 

ベントナイトの随伴鉱物の大部分を占める石英，長石は，処分環境下で通常安定である

が，温度の上昇により溶解度が増加する。構造躯体に近い埋戻材内で石英，長石などが溶

解し，処分施設内もしくは処分施設外の低温部まで移行して再沈殿する可能性がある。 

 
4.1.3 鋼材の腐食 

セメント平衡水を基本ケース（pH11.8）として，溶存酸素濃度が 20%（高酸素条件），100ppb（低

酸素条件），1ppb（低酸素条件），pH が 11.8～14%の範囲で実施された炭素鋼試験片の腐食試験の

結果11)によれば，高酸素条件では pH12.5～14 で不動態化によりガス発生量が減少したのに対し，

低酸素条件では pH11.8～13 の範囲では不動態化したが pH12.5～14 の範囲では不動態域から活性

域に移行することによりガス発生量が増加したとの記載がある。 

 
4.2 経時変化予測 

プラグ，グラウト，支保，埋戻材の各部材に対する経時的な変化は不明である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

プラグ，支保，グラウト，埋戻材を対象としたナリュラルアナログは存在しない。セメント系

材料の観点では，建造以来数年～数十年が経過した水タンク，水路，トンネル壁を調査した結果，

流水と接触していた面は著しい浸食が見られるが，ほとんど動いていない水と接触していた面で

は表面のごく近傍で特にポルトランダイトが溶解し，替わりにカルサイトが沈殿している現象が

確認されている12)13)14)。またヨルダンのマカリンでは，天然のポルトランダイトと岩，地下水の

反応を見ることができ，C-S-H 等の生成が観測されている15)。 

ベントナイト系材料については，Smellie16)は北米の Wyoming ベントナイト鉱床が形成された白

亜紀から現在に至るまでに塩水環境下で存在していたのにも係らず Na 型ベントナイトとして存

在していることに着目しており，廃棄物処分で問題とされる 1000 年から 10 万年のオーダでの海

水環境下におけるベントナイトの健全性を示す現象の一つであると報告している。 

高レベル放射性廃棄物の処分分野では，緩衝材で囲まれたオーバーパックの腐食速度を検討し

ている。炭山ほか17)によれば淡水性粘土質土壌に数 10 年以上埋設された鋳鉄管の 大孔食深さ
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H(mm)と埋設期間 Y(年)には，一般的に H=aYnの式で表され，a=0.298，n=0.502 を得たと報告して

いる。核燃料サイクル開発機構平成 13 年度年報18)では，炭山ほかの結果に加えてイマヨイ遺跡，

出雲大社境内遺跡の結果を加えても H=0.298Y0.

 

502よりも大きな 大孔食深さは確認されていない。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ 各部材の初期組成 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 各部材の長期的な変質に対する試験確認 
・ セメント系材料，ベントナイト系材料の鉱物の熱力学的データ 
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ＸＣ－０５：付帯設備での有機物影響 

 
１．名称 
付帯設備での有機物影響（XC-05） 

 
２．概要 
処分環境においては，廃棄体中に含まれる有機物や人工バリア材の施工において用いられる有

機物，地下水中に存在する天然有機物などの有機物が存在する。プラグ／グラウト／支保／埋戻

材領域に存在する有機物と放射性核種が錯体を生成することにより放射性核種の存在形態が変化

し，溶解度及び収着性の変化が生じる可能性がある。 
プラグ，グラウト，支保，埋戻材の候補材料としては，プラグはコンクリートやベントナイト

系材料，グラウトはセメント系材料や粘土(ベントナイト)系材料，支保はコンクリートや鋼材，

埋戻材はセメント系材料やベントナイト系材料が検討されている1)。 
なお，プラグ／グラウト／支保／埋戻材は各部材の目的により設置位置や配合が異なる可能性

があるが，プラグ／グラウト／支保／埋戻材への微生物の影響に関し，現状の知見では部材ごと

の違いがないことから，セメント系材料，ベントナイト系材料，金属材料に分類して表記する。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 セメント系材料 
セメント系材料を用いる際には，その流動性を高めるために化学混和剤(有機物を含むものがあ

る)が用いられる可能性がある。化学混和剤は界面活性剤としての機能を有しているものもあり，

放射性核種と錯生成して核種移行に影響を与える可能性がある。 

セメント系材料中の有機物が放射性核種と相互作用することにより溶解度や収着挙動などに影

響を与える可能性がある。固相として存在する不溶性の有機物は核種を収着する媒体として核種

の移行を遅延する可能性がある2)。一方，有機物が核種と錯体を生成することにより溶解度の上

昇や核種の収着の低減により移行を促進する可能性や有機物がコロイドとして振舞う可能性もあ

る。 

有機物に起因するガス発生(CO2)によるセメント系材料の中性化や核種移行等に影響を与える

可能性がある。 
 

3.2 ベントナイト系材料 

ベントナイト系材料に存在する天然有機物の可能性がある。 
ベントナイト系材料中の有機物が放射性核種と相互作用することにより溶解度や収着挙動など

に影響を与える可能性がある。固相として存在する不溶性の有機物は核種を収着する媒体として

核種の移行を遅延する可能性がある 2)。一方，有機物が核種と錯体を生成することにより溶解度

の上昇や核種の収着の低減により移行を促進する可能性や有機物がコロイドとして振舞う可能性

もある。 
ベントナイト系材料の配合率によっては，フィルトレーション効果が生じる可能性がある。 
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3.3 金属材料 

有機物を栄養源とする微生物の活動により，金属の腐食が促進する可能性があることが示され

ている。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料 

(1) セメント系材料に存在する主な有機物 

セメント系材料を使用する場合，セメント系材料の流動性を高めるために化学混和剤(有機物

を含むものがある)が一般に用いられており，界面活性剤としての機能を有しているものもある

ことから，放射性核種と錯生成して核種移行に影響を与える可能性がある。化学混和剤(減水剤)

の種類は，リグニンスルホン酸系，ナフタレンスルホン酸，メラミン樹脂スルホン酸系，ポリ

カルボン酸系などに大別され，コンクリート施工実績からは粉体重量 0.05～0.3wt%程度の使用

が見込まれている。 

(2) 有機物による核種の溶解度への影響 

Pu，U，Am，Tc を対象核種とし，減水剤(セメント系材料に用いる化学混和剤の一種)の濃度

をパラメータとして，減水剤を混合したセメント系材料の浸出液を用いて溶解度への影響を確

認した研究3)が行われている。この研究から，減水剤の濃度が高くなるにともない，各核種の

溶解度が上昇することが示されている。ただし，Tc については，他の核種と比較すると溶解度

への影響は小さい。 

また，有機系混和剤を添加して硬化させたセメントペーストからの有機物の溶出挙動を求め

た研究4)からは，混和剤の主成分である高分子の溶出は認められなかった。 
 

4.1.2 ベントナイト系材料 

(1) ベントナイト系材料に存在する主な有機物 

ベントナイト製品中に硫酸塩還元菌などの菌が存在し，ベントナイト起源の有機物を栄養源

として増殖し得ることが報告5)されている。ただし，微生物の栄養源となるベントナイト系材

料中に存在する有機物は 1%程度であり，地下水からの高分子有機物の供給は，ベントナイト系

材料の飽和後その微細構造により妨げられる。圧縮ベントナイト中では微生物の活性が維持さ

れにくいことも報告6)されている。 

(2) ベントナイト系材料によるフィルトレーション効果 

ベントナイト系材料におけるベントナイトの配合率をパラメータとした時の金コロイド及び

ラテックスコロイドの拡散移行試験が行われており，これらの試験結果から，ベントナイトの

配合率を 10wt.%以上とした場合にコロイドの移行が抑制されることが示されている。使用する

ベントナイト系材料のベントナイト配合率によっては，フィルトレーション効果が生じる可能

性がある。 
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4.1.3 金属材料 

(1) 金属腐食 

ベントナイト製品中に硫酸塩還元菌などの菌が存在し，ベントナイト起源の有機物を栄養源

として増殖し得ることが報告 5)されている。 

微生物が金属を酸化させる，あるいは金属酸化物を還元させる特性により，それらの溶解度

が高くなること，硫黄酸化菌の活動にともなって生成される硫酸によって金属が腐食すること

も報告されている7)。 

(2) ガス発生 

第 1 次 TRU レポート 1)では微生物や廃棄物から発生する放射線の作用による廃棄体中の有機

物分解によるガス発生評価を行っているが，現状プラグ／グラウト／支保／埋戻材に関するガ

ス発生評価に関する例はない。 

同報告書では，微生物活動を考慮した有機物の分解に伴うガス発生量及び放射線分解による

ガス発生評価を行っており，全体のガスの発生量としては金属腐食による H2の発生が支配的で

ある。 

 
4.1.4 部材共通の事象 

(1) 収着 

有機物が核種の収着に与える影響に関しては，有機物を共存させたバッチ収着試験が行われ

ており8，9)，一般に溶液中の有機物濃度がある程度高くなると有機物濃度の上昇にともない分

配係数が低下する傾向が認められている。また，カラムを用いた放射性元素の移行試験におい

ても有機物の存在により移行が促進されるとの報告10)がある。しかしながら，有機物の収着・

移行に与える影響は，有機物濃度および有機物の起源や有機物の特性により大きく異なること

に留意する必要がある。 

(2) コロイド 

有機物がコロイドとして振舞う可能性があるが，地下水中をコロイドとして挙動する有機物

は少ないことが報告11)されている。 

 

4.1.5 有機物影響の取扱い 

第 1 次 TRU レポート 1)における有機物影響の取扱いに関しては，収着や溶解度等に大きな影響

を及ぼすセルロース起源の ISA については、その濃度が 1E-6mol/L 以下であれば核種の収着・沈

澱・溶解の物質移行プロセスへの影響はないものと想定されている。 

 
4.2 経時変化予測 

有機物影響の及ぶ時間的・空間的範囲を把握するための解析として，セルロース系有機物の分

解生成物のひとつである ISA を対象に，処分施設に仮想的にセルロース系有機物が存在するとし

た場合のニアフィールド周辺岩盤での有機物プルーム解析が行われている 1)。 

ISA のインベントリ算出における前提条件を以下に示す。 

① セルロース系有機物の分解率は 10％，分解生物中の ISA 割合は保守的に 100％として，セ
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ルロース系有機物からの ISA 収率を 10％とする。 

② ISA はセルロース分解における安定な分解生成物であり，保守的に解析期間中はそれ以上

分解しない。 

これらの設定と ISA の分子量として M(ISA)＝180 を採用することにより，ISA のインベントリ

は 2E+3mol と設定した。 

この解析では，天然バリアの透水係数，セメント系材料の分配係数をパラメータとして設定し

ており，その中の一例を図 1 に示す。図 1 は，結晶質岩系岩盤を対象とし，天然バリアの透水係

数を 1E-9m/s，セメント系材料の分配係数を 0.01m3/kg と設定したときの結果である。これら結

果から，時間的観点からは数万年，空間的観点からは数百 m(地下水流向下流側)の場合に，核種

移行への影響が発現する ISA 濃度の目安値（1E-6mol/L と設定）となった。ただし，同報告書内

に，セルロースからの ISA 収率やセメント系材料への ISA 収着などに関し，より現実的な設定を

行うことにより，ISA プルームの時間的・空間的広がりはより制限されるとある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 セルロース系有機物が仮想的に存在するとした場合の有機物プルーム解析（処分

場中心からの距離と ISA 濃度の時間変化の関係，結晶質岩系岩盤） 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における有機物に関する研究12)では，堆積岩お

よび花崗岩中の地下水からフミン酸，フルボ酸を分離し，その中に含まれる微量元素を分析した。

その結果，地下水中に含まれる有機物の濃度は 0.1～8mgC/l であり，これらの有機物は堆積岩中

の有機物(亜炭など)の微生物分解により生成している可能性が報告されている。また，弱アルカ

リ性で還元状態の地下水中では，有機物が微量元素の移行・遅延に与える影響は少ないというこ

とが示されている。 
 

4.4. 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
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有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関する現象についての

不確実性となっている。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関するデータについて

の不確実性となっている。 
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ＸＣ－０６：付帯設備での微生物影響 

 
１．名称 
付帯設備での微生物影響（XC-06） 

 
２．概要 
処分環境においては，深部地下水に生息する微生物や処分場の建設操業に伴って侵入する可能

性のある微生物が活動する可能性がある。微生物活動によりプラグ／グラウト／支保／埋戻材領

域に存在する各バリア材の変質や微生物活動により核種の存在形態が変化し溶解度及び収着特性

の変化が生じる可能性がある。 
プラグ，グラウト，支保，埋戻材の候補材料としては，プラグはコンクリートやベントナイト

系材料，グラウトはセメント系材料や粘土(ベントナイト)系材料，支保はコンクリートや鋼材，

埋戻材はセメント系材料やベントナイト系材料が検討されている1)。 
なお，プラグ／グラウト／支保／埋戻材は各部材の目的により設置位置や配合が異なる可能性

があるが，プラグ／グラウト／支保／埋戻材への微生物の影響に関し，現状の知見では部材ごと

の違いがないことから，セメント系材料，ベントナイト系材料，金属材料に分類して表記する。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 セメント系材料 
セメント系材料の間隙水は一般に高 pH となるため，微生物活動は抑制されると考えられてい

たが，近年の研究では，好気性の高アルカリ性環境で活性を有する微生物や pH8.5～12.5 の高ア

ルカリ性環境で成育する絶対嫌気性高度好アルカリ性微生物が報告されている。また，中性で生

育する微生物をアルカリ性環境に馴化させ，pH12.5 の高アルカリ性環境で生育させた例も報告

されている。こうしたことから，微生物の多様性を考慮するとセメント系材料の間隙水中におけ

る微生物活動の可能性は否定できない。 
セメント系材料領域に微生物が存在した場合は，微生物活動により核種の存在形態が変化する

ことにより溶解度や収着特性の変化が生じる可能性がある。微生物自身の移動によって，微生

物起源の擬似コロイドによる核種移行が促進される可能性もある。 
 

3.2 ベントナイト系材料 

ベントナイト系材料領域では，ベントナイト系材料中に微生物が存在する可能性がある。 
ベントナイト系材料領域に微生物が存在した場合は，微生物活動により核種の存在形態が変化

し核種移行パラメータである溶解度や収着特性の変化が生じる可能性がある。微生物自身の移動

によって，微生物起源の擬似コロイドによる核種移行が促進される可能性もある。 
ベントナイト系材料の配合率によっては，ろ過効果が生じる可能性がある。 
 

3.3 金属材料 

微生物活動により金属材料の腐食を促進する可能性があるが，処分環境下での金属(支保)に腐
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食が生じる原因としては微生物に起因する金属腐食がクリティカルではない。 
微生物による金属の酸化や金属酸化物を還元させる特性により溶解度が高くなる可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料 
セメント系材料領域ではセメント成分の影響により高 pH となるが，プラグ／グラウト／支保／

埋戻材領域では地下水との接触が多いことから比較的早く pH が下がる。中性から弱アルカリ性の

低 Eh 環境においては微生物の生存が可能である。高アルカリ環境では微生物は不活性となること

が推測できるが，微生物の多様性を考慮すると微生物活動の可能性は否定できない。 

 

(1) 地下深部環境における微生物活動に関する研究 

微生物の存在および活動可能性については，硫酸塩還元菌，メタン生成菌が中性から弱アル

カリ性の低 Eh 環境において生存が可能であることが報告されている2)。 

処分場における微生物の活動を推測するため，地下深部で存在が確認された微生物のうち，

硫黄酸化菌，メタン生成菌，硫酸塩還元菌及び脱窒菌を対象として，培養液の pH 及び Eh をパ

ラメータとしたときの微生物の活性を測定し，pH=12～13 程度，Eh=-400～-200mV 程度での活性

の有無を確認した研究 2)が行われている。この研究によると，どの微生物の結果においても共

通して言えることは，pH が高くなるにつれ，微生物の活性または増殖が見られなくなることで

ある。また，メタン生成菌及び硫酸塩還元菌については，pH が高くなるにつれ，活性を示す Eh

の範囲が狭められることも示されている。 

一方，近年の研究では，好気性の高アルカリ性環境で活性を有する微生物や pH8.5～12.5 の

高アルカリ性環境で成育する絶対嫌気性高度好アルカリ性微生物が報告されている。また，中

性で生育する微生物をアルカリ性環境に馴化させ，pH12.5 の高アルカリ性環境で生育させた例

も報告されている。こうしたことから，微生物の多様性を考慮すると処分環境における微生物

活動の可能性は否定できない。 

(2) セメント系材料に対する微生物影響 

好気性の環境下で起こるコンクリートの微生物変質はよく知られている事象であるとされて

いる4)。好気性微生物である硫黄酸化菌及び硝化菌の活動によって生成する硫酸及び硝酸はコ

ンクリート中の Ca(OH)2や C-S-H ゲルを溶解させ，コンクリートを変質させると考えられてい

るが，処分場閉鎖後，環境は比較的早い段階で嫌気性となるため，好気性微生物によるコンク

リートの変質はそれ以降は進まないと予想されている。また，嫌気性環境で有機酸を生成する

微生物は存在するが，高い耐久性を有するコンクリートであれば，有機酸の影響は無視しうる

とも予想されている。 

一方，処分施設閉鎖後の嫌気性高アルカリ環境における微生物活動は否定出来ないことから，

処分施設内に持ち込まれた有機物等の微生物分解により生成される有機酸や二酸化炭素による

セメント系材料の変質が生じる可能性がある。 
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4.1.2 ベントナイト系材料 

(1) 地下深部環境における微生物活動に関する研究 

微生物の存在および活動可能性については，硫酸塩還元菌，メタン生成菌が，中性から弱ア

ルカリ性の低Eh環境において生存が可能であること2)やベントナイト製品中に硫酸塩還元菌な

どの菌が存在し，ベントナイト起源の有機物を栄養源として増殖し得ること6)が報告されてい

る。また，硫酸塩還元菌については圧縮ベントナイト中では活性が維持されにくい7)という報

告もある。 

(2) 微生物の移行挙動に関する研究 

a.ベントナイト系材料によるろ過効果 

ベントナイト系材料中の微生物の移行挙動に関する研究として，大腸菌を用いた圧縮ベン

トナイト中の微生物透過試験8)や大腸菌を用いたケイ砂混合ベントナイト中の微生物透過試

験9)が行われている。ケイ砂混合ベントナイト中の微生物透過試験では，乾燥密度として

1.8g/cm3と 1.2g/cm3を設定し，ケイ砂とベントナイトの混合比率をパラメータとした試験が

行われている。この研究によると，ケイ砂混合ベントナイト中の微生物の移行は，ケイ砂の

混合比率が 50wt.%以下の場合に微生物は移行しにくい，また，上記試験において設定したケ

イ砂混合ベントナイトの乾燥密度の範囲内においては，微生物の移行はケイ砂混合ベントナ

イトの乾燥密度に依存しないことが示されている。 

使用するベントナイト系材料のベントナイト配合率によっては，ろ過効果が生じる可能性

があるが，ベントナイトがアルカリや微生物代謝産物により変質した場合についての知見が

乏しく，ろ過効果が機能しなくなる可能性が懸念される。 

ｂ.ベントナイト系材料中の間隙の閉塞 

ベントナイト系材料中の微生物活動によるベントナイト系材料の間隙に対する影響として，

微生物活動にともなって発生する代謝産物がベントナイト系材料などの間隙を閉塞させる10)，

微生物活動にともなってミネラルが沈殿しベントナイト系材料などの間隙が閉塞する11)，増

殖した微生物または微生物が生成する生物膜によりベントナイト系材料などの間隙が閉塞す

る12，13)ことが報告されている。微生物によるベントナイト系材料の間隙の閉塞によりベント

ナイト系材料中の地下水量等が影響を受けるため，ベントナイト系材料中の核種移行は遅延

すると推測できるといえる。 

 
4.1.3 金属材料 

微生物による金属腐食への影響を確認する試験として，栄養源を添加した人工海水系及び人工

地下水系において硫酸還元菌と鉄酸化菌による炭素鋼の腐食試験が行われている14)。この試験に

おいて，溶液単独系では微生物の有無による明らかな腐食挙動への影響が認められ，人工海水系

では微生物を添加した溶液中のほうが入れない溶液中よりも約２倍大きな腐食速度が認められた。

人工地下水系では微生物の添加により腐食はむしろ抑制される結果となっている。 

また，硫酸塩還元菌は炭素鋼の腐食を促進し，地下 270～2100m の油田の鉄パイプ（9mm 厚の炭

素鋼）の腐食の 50%以上が微生物活動によるものであるという報告15)もあるが，処分場では微生

物の成長に必要な栄養源と電子供与体である硫酸塩濃度が低いため，金属(支保)に腐食が生じる

 X 付帯設備-104 



原因としては微生物に起因する金属腐食がクリティカルでないと考えられている16)。微生物が金

属を酸化させる，あるいは金属酸化物を還元させる特性により，それらの溶解度が高くなること，

硫黄酸化菌の活動にともなって生成される硫酸によって金属が腐食することも報告されている

15)。セルロースを加水分解できる微生物が生成する高濃度の酸により，金属の腐食が促進される

という報告もある。 
 

4.1.4 部材共通 

微生物による核種の移行挙動に関し，核種への直接的な影響として，微生物による核種の吸着

／取り込み 4，12)や微生物による核種の酸化・還元 16)，微生物起源の擬似コロイド 4，17)に関する報

告がなされている。これらの結果から，微生物による核種の収着・摂取に関しては，微生物に取

り込まれた核種は微生物の細胞内に保持されるため，微生物の移動が著しくない場合には，結果

として地層中への核種移行は抑制される可能性がある。 

微生物による核種の酸化・還元に関しては，微生物が直接核種を酸化・還元することによる核

種の化学形態の変化に伴い，溶解度及び収着特性が変化し，核種移行に影響を与える可能性があ

る。微生物起源の擬似コロイドに関しては，擬似コロイドによって核種の移行が促進される可能

性や緩衝材のろ過効果によるコロイドの移行抑制が推測されている。 
 

4.2 経時変化予測 

現状微生物影響に関して経時的な変化を評価した例はない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における地下微生物に関する研究18)では，深度

に関係なく地下水中には脱窒菌，鉄関連菌，硫酸還元菌，メタン生成菌などが存在することが確

認されている。 

金属腐食への影響に関して，硫酸塩還元菌は炭素鋼の腐食を促進し，地下 270～2100m の油田の

鉄パイプ（9mm 厚の炭素鋼）の腐食の 50%以上が微生物活動によるものであるという報告 12)があ

る。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物活動に

関する現象についての不確実性となっている。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物活動に

関するデータについての不確実性となっている。 

 X 付帯設備-105 



 
＜参考文献＞

 
[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 吉川英樹，福永栄，油井三和，三原守弘，朝野英一(1995)：地層処分システムにおける微

生物の影響について(1) －還元環境に対する微生物の耐性に関する実験－，放射性廃棄物

研究，Vol.1，No2，pp.199-212． 

[3] 藤原和弘，川島文人：微生物の地層処分環境条件における馴化の研究，JNC TJ8400 2002-34 

(2002)． 

[4] Stroes-Gascoyne,S.，and West,J.M .(1994): MICROBIAL ISSUES PERTAINING TO THE CANADIAN 

CONCEPT FOR THE DISPOSAL OF NUCLEAR FUEL WASTE，AECL-10808． 

[5] P.lessart,M.F.. Libert et al.: Effects of microbial activity on the near and far 

fields of a deep repository，Nuclear science and technology，Final Report，EUR17110 

(1996). 

[6] 吉川英樹，川上泰，福永栄，岡野誠司，藤木喜市，本谷益良，油井三和，朝野英一(1995)：

地層処分における微生物の影響について(2) －微生物の栄養源と透過性について－，放射

性廃棄物研究，Vol.1，No2，pp.213-230． 

[7] 西村務，和田隆太郎，西本英俊，藤原和雄，谷口直樹，本田明(1999)：ベントナイト中に

おける炭素鋼の腐食挙動に及ぼす微生物の影響，JNC TN8400 99-077． 

[8] 嶺達也，三原守弘，大井貴夫(1999)：微生物の珪砂混合ベントナイト中の移行に関する実

験的研究，サイクル機構技術資料，JNC TN8430 99-013． 

[9] 福永栄，本谷益良ら(1999)：圧縮緩衝材中の微生物移行条件の検討，日本原子力学会 1999

年春の年会 

[10] Wolf,M.(1991): Microbial degradation of bitumen，EXPERIMENTIA，Vol.47，No.6，542-548 . 

[11] P.lessart，M.F.Libert, et al.(1996): Effects of microbial activity on the near and 

far fields of a deep repository，Nuclear science and technology，Final Report，

EUR17110 . 

[12] Stroes-Gascoyne,S.(1989): THE POTENTIAL FOR MICROBIAL LIFE IN A CANADIAN HIGH-LEVEL 

NUCLEAR FUEL WASTE DISPOSAL VAULT，A NUTRIENT AND ENERGY SOURCE ANALYSIS，AECL-9574. 

[13] Horn,J.M.，and Meike,A. (1995): Microbial activity at Yucca Mountain，UCRL-ID-122256 . 

[14] 西村務，和田隆太郎，西本英俊，藤原和雄，谷口直樹，本田明(1999)：ベントナイト中に

おける炭素鋼の腐食挙動に及ぼす微生物の影響，JNC TN8400 99-077 ． 

[15] Stroes-Gascoyne,S.，(1989): THE POTENTIAL FOR MICROBIAL LIFE IN A CANADIAN HIGH-LEVEL 

NUCLEAR FUEL WASTE DISPOSAL VAULT，A NUTRIENT AND ENERGY SOURCE ANALYSIS，AECL-9574 . 

[16] Pedersen,K.，and Karlsson,F. (1995): Investigations of subterranean micro organisms: 

Their importance for performance assessment of radioactive waste disposal，SKB 95-10. 

[17] Kurosawa,S.，Yui,M，Yoshikawa,H.(1996): Experimental Study of Colloid Filtration by 

Compacted Bentonite，Mat. Res. Soc. Symp. Proc.，Vol.465，pp.963-970. 

[18] 核燃料サイクル開発機構(2002)：高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発

－平成１３年度報告－，JNC TN1400 2002-003． 

 X 付帯設備-106 



ＸＣ－０７：付帯設備でのコロイド影響 

 
１．名称 
付帯設備でのコロイド影響（XC-07） 

 
２．概要 
当該 FEP では TRU 廃棄物処分場アクセス坑道などに設置されるプラグ／グラウト／支保／埋

戻材を対象とする。それぞれの部材の構成材料は次のように考えられている。 

プラグ ：ベントナイト，コンクリートもしくはそれらの複合材料 

グラウト：粘土系材料，セメント系材料 

支保  ：セメント系材料（コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ち

コンクリート等），鋼材（鋼製セグメント，ロックボルト等） 

埋戻材 ：礫，砂にベントナイトを混合した材料，セメント系材料 

これらの構成材料は，セメント系材料（鉄筋を含む）とベントナイト系材料（土壌等を含む）

に大別される。このため，コロイド影響としては，これらの部材中のコロイド状放射性核種の

移行，及びこれらの部材中を起源とするコロイド状物質による核種移行への影響の２つの側面

があるが，それぞれセメント系材料とベントナイト系材料について検討することで網羅できる。

ここで，部材の形状や規模の観点から，プラグやグラウトに関しては部材中のコロイド状放射

性核種の移行は重要ではなく，部材を起源とするコロイド状物質による核種移行への影響が主

要な検討課題であると考えられる。 

なお，セメント系材料の場合には，別途作成した FEP【充填材でのコロイド影響】と内容は

ほぼ同様である。また，ベントナイト系材料の場合には，別途作成した FEP【緩衝材でのコロ

イド影響】と内容はほぼ同様である。 
 

３．安全性への影響機構 
放射性核種のプラグ等の中での移動速度は，プラグ等の中での地下水流速もしくは拡散速度

と，放射性核種のプラグ等材料への分配係数から導出される遅延係数とで表される。真性コロ

イド及び疑似コロイドの分配係数は放射性核種のそれとは異なるため，コロイドが影響する状

況での核種移行速度は，コロイドが影響しない場合とは異なる。通常，コロイドがあることに

より核種移行速度がより速くなることが懸念されている。 
 

４．理解の現状 
4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 評価の対象とするコロイドの種類及び特性 
評価の対象とするコロイドの種類としては，プラグ等は先に示したように，種々の材料によ

り構成されており，これらを起源として生成する「処分場構成材を起源とするコロイド」，及び

プラグ等は岩盤と接する領域となるため，岩盤中に存在する「地下水コロイド」が挙げられる。

そこでこれらのコロイドについて，以下にその生成挙動や特徴をまとめる1)。 
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(1) 地下水コロイド2,3,4,5) 
放射性核種を収着し得る可能性のある地下水中のコロイド。無機コロイド及び有機コロイ

ドが存在する。生体コロイド（主に微生物）は有機コロイドの一種であるが，区別して扱わ

れることが多い。有機物及び微生物については別途 FEP の記述がなされることから，ここ

では主に無機コロイドを対象とする。 
地下水中での無機コロイドの例としては，シリカ，水酸化鉄，水酸化アルミニウム等が挙

げられる。これらコロイドの生成は，地下水中での地質媒体の溶解，加水分解プロセスや地

下水の水力学的な条件の変化による地質媒体からの粒子の放出などが主要なプロセスと考え

られる。 
一般にコロイドの安定性は競合イオンの種類（価数），濃度，pH 等の液組成に依存すると

考えられる。このため，地下水の化学的性質と関連づけて，地下水コロイドの種類，濃度，

安定性等の評価が行われている6)。 
(2) 処分場構成材を起源とするコロイド 

前出無機コロイドのうち，処分場構成材を起源とするコロイドを特筆する。可能性のある

材料として次の物が挙げられる7,8)。 
① 鋼材の腐食生成物：溶解度の低い鉄酸化物や鉄水酸化物の形の腐食生成物の生成に起

因して，それらのコロイドが生成する。 
② ベントナイト系材料の浸食及び変質：ベントナイト系材料の浸食及び長期的変質に起

因して，モンモリロナイト粒子が地下水へ分散しコロイドを形成する。また，ベントナ

イトの随伴鉱物や変質鉱物を起源とするコロイドが生成する。ベントナイト系緩衝材の

浸食によるコロイドの生成に関しては，未変質のベントナイトでは実験を踏まえた検討

により 10-5～10-4m/s の地下水流速が必要であることが予測されているが9),10),11)，しかし，

より 近の検討12)では，降水系地下水条件では，浸食が発生する臨界流速は 2×10-6m/s
よりも小さいと推察されること，海水系地下水条件では浸食が発生する臨界流速は 8×
10-6m/s よりも大きいといった知見も得られている。つまりベントナイト起源とするコ

ロイドの発生条件は，その環境の溶液組成に強く依存することがわかる。またベントナ

イト粒子の熱運動によりコロイドが発生する可能性があることも指摘されている。従っ

て，緩衝材として使用されるベントナイトを起源とするコロイドの生成を否定すること

はできない。変質したベントナイト系緩衝材によるコロイドの生成についてはまだ具体

的知見は乏しく今後の研究が必要である。 
③ セメント系材料の地下水との接触：可溶性のケイ酸塩が重合してコロイドを形成する。

また，セメント系材料の添加物もコロイド生成に寄与する可能性がある。ポゾラン材料

を高い含有率で含む OPC 水和物を使用し 長 8 ヶ月実施した浸出試験で Si-Al-Ca を主

成分とするコロイドの生成が確認されている13)。生成したコロイドの粒径や濃度は，浸

出試験の固液比が高い場合に粒径が増大し，濃度は減少している。これは同時に浸出す

る Ca 濃度に依存した粒子の凝集挙動が影響していると考えられる。一方セメントの変

質物の一種である CSH やエトリンガイトなどを用いた３ヶ月の浸出試験においてコロ

イドの生成が認められないという報告もある14)。セメント系材料を起源とするコロイド
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の生成可能性，及び生成後母岩中に移行についてはまだ具体的知見は乏しく今後の研究

が必要である。 
 
4.1.2 ベントナイト系材料によるコロイドのろ過効果 

ベントナイト系材料はその粒子間隙が微少構造であることからコロイドを物理的にろ過する

ことが期待されている。ベントナイト系材料のコロイドろ過実験の結果では，ベントナイトに

ケイ砂を混合させた場合でも，図 1 に示すように実質的にベントナイトを 800kg/m3 以上の乾

燥密度で含有させてベントナイト系材料を施工すれば，コロイドをろ過し得ることが示されて

いる15),16)。 

 

図 1 コロイドフィルトレーションの可能性とベントナイト粒子密度の関係 16) 

 
4.2 経時変化予測 

コロイドの影響に関する経時的な変化については，特に研究は進められていない。 
ベントナイト系材料を通過するコロイドに関しては，ベントナイト系材料のろ過効果が影響

する。ろ過効果はベントナイトの特性に依存するが，ベントナイトの長期的な変質挙動とコロ

イドろ過効果の関係は，コロイドの透過性に関する経時変化予測に関連する。この観点におい

て，高アルカリ性条件でベントナイトが変質した場合のベントナイトのコロイドろ過効果に関

しては，セメント系材料からのアルカリの浸出を考慮した pH14 の NaOH-KOH-Ca(OH)2 混合

溶液と pH12 の飽和 Ca(OH)2 溶液を調製して 200℃で 1 ヶ月ベントナイトを加温処理した後，

金コロイドを透過した試験が報告されている17)。その結果，pH14 の試験条件ではベントナイ

ト中のスメクタイトの溶解に伴いコロイドろ過効果が低下したこと，及び pH12.5 の試験条件

ではスメクタイトの Ca 化は生じたがコロイドろ過効果は維持されたことが報告されている。

このため，ベントナイトの長期的な変質に際して，スメクタイトの溶解現象はコロイドろ過効

果に影響を及ぼすものと考えられる。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

4.3.1 地下水中のコロイドの存在 
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地下水中のコロイドの分析結果については数多く報告されている。表 1 は独 Gorleben の 3
ヶ所で採水した地下水の分析結果である18)。溶存有機物濃度(DOC)と金属イオン濃度の間に定

性的に正の相関が認められ，多くの金属イオンがフミン酸やフルボ酸などと結合してコロイド

化していることを示唆している。また，わが国でも地下水中のコロイドの採取や測定手法に関

する事例的研究が行われており，たとえば現存する坑道から採取した地下水をろ過し，ろ紙上

のコロイドの TEM 観察（図 2）や組成分析が行われている 17)。 
 

表 1 ゴアレーベン地下水中の DOC 

   と主要イオン及び微量元素の濃度 18) 

20 nm20 nm20 nm20 nm

 

図 2 地下水中コロイドの TEM 観察結果 17) 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
(1) 処分場起源のコロイド 

ベントナイト系材料を起源とするコロイドについては地下水流速との関係が整理されてお

り，わが国の地下環境では生成し難いと考えられるが，サイトの条件に依存する。放射性核

種の真性コロイドについては，それが廃棄体周辺で発生したとしても外部に移行するために

はベントナイト系材料がろ過効果を示す。このため，適切な施工がなされたベントナイト系

材料により真性コロイドの影響を排除することができる。ここで，ベントナイトゲル密度

800kg/m3が充填密度の下限値の目安と考えられる。 

セメント系材料や廃棄体自身が起源となるコロイドの生成については，まだ実験情報が少

なくコロイドの存在可能性は不確実である。 

(2) 天然コロイド 
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天然の地下水環境中にコロイドが存在することはほぼ確実である。その種類は無機コロイ

ド，フミン酸やフルボ酸などの有機コロイド，微生物コロイド（バイオコロイド）など多様

である。 

しかし，これらのコロイドがどのように核種移行挙動に影響するかは，コロイドと核種の

相互作用やコロイドと岩盤の相互作用などの面においてまだ詳細な研究や分析はなされてお

らず不確実な点が多い。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

(1) 既知の実験情報について 

現時点で実験などにより取得されたデータを用いて議論されている事項は，次の２点であ

る。 

・ ベントナイトコロイドの生成と地下水流速の関係 

・ ベントナイト系材料のゲル密度とコロイドろ過機能の関係 

それぞれ定量化されて議論されている。しかしこの議論の前提としてベントナイトの方が

Na 型であることが挙げられる。Ca 型ベントナイトや Ca 型化したベントナイトなどの特性に

ついてはデータ取得が進められているが 17)，定量的な検討のためにはまだデータ取得が不十

分であり不確実さが残る。 

(2) 今後取得される調査データについて 

天然コロイドの種類や存在量については処分サイトが確定することにより，より現実的な

データの取得が可能になる。 

 

4.4.3 サイト情報に関する不確実性 

疑似コロイドの挙動は，次の各条件により決定される。 

 ① 地下水環境に依存したコロイドの種類，存在量，安定性 

 ② 岩盤亀裂の形状，性状，亀裂表面の物理的・化学的特性 

これらに関してはサイトが決まることによって，より現実的な情報を得ることが出きる。な

お，これらに関する分析手法や評価手法が必ずしも確定しているわけではなく，たとえば天然

コロイドの特性については現在でも種々の開発が進められている19),20)。このためサイトが決定

されたとしても，分析技術面で不確実性が残る。 
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ＸＣ－０８：付帯設備での硝酸塩影響 

 
１．名称 
付帯設備での硝酸塩影響（XC-08） 

 
２．概要 
主に再処理工程から生じた硝酸塩を含む廃棄物（廃棄体での硝酸塩影響参照）の硝酸塩は地下

水と接触することにより地下水中に溶解し，その結果生じたイオンはプラグ，グラウト，支保，

埋戻材に達し，それらと反応を生じることにより性能を低下させることが懸念される。 
プラグ，グラウト，支保，埋戻材には， 

プラグ ベントナイト，コンクリートもしくはそれらの複合材料 
グラウト 粘土系材料，セメント系材料 
支保    セメント系材料（コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ち

コンクリート等），鋼材（鋼製セグメント，ロックボルト等） 
埋戻材 礫，砂にベントナイトを混合した材料，セメント系材料 

が候補材料として検討されており，大きく分類すればセメント系材料，ベントナイト系材料，鋼

材に大別できる。これらの材料は，充填材，構造躯体中の鉄筋や鋼製躯体，緩衝材と類似した材

料であるため，充填材，構造躯体，緩衝材で起きる硝酸塩影響と同様な地下水との反応を生じる

と考えられる。これらの材料に対する硝酸塩影響は，セメント系材料に対しては変質の促進によ

る力学特性，水理特性，吸着性能への影響，ベントナイト系材料に対してはイオン強度の増加に

よる膨潤性，水理特性，吸着性能への影響，鋼材に対しては腐食の促進による力学特性への影響

が考えられる。 
 

３．安全性への影響機構 

3.1 プラグ 
埋戻材の膨潤圧に耐える機能が要求されるプラグにはセメント系材料，遮水性能が要求される

プラグにはベントナイト系材料が候補材料として検討されている。 
セメント系材料に対しては，硝酸塩はイオン強度上昇による溶脱促進と材料中のモノサルフェ

ート相の硝酸型化を生起させると考えられる。ベントナイト系材料に対しては，地下水中のイオ

ン強度が増加し膨潤性が低下することにより止水プラグの透水係数が増加する可能性がある。止

水プラグの透水係数が増加した場合には，水理場が変化し埋戻材中の地下水流速が増加し放射性

核種の移行が速められる可能性がある。 
 

3.2 グラウト 

グラウト材には，岩盤の補強の観点からセメント系材料，止水の観点から粘土系材料の使用が

検討されている。プラグの場合と同様にセメント系材料に対しては溶脱促進による強度低下及び

透水係数増大，また粘土系材料に対してはモンモリロナイトの膨潤性の低下による透水係数の増

加が考えられる。このような変化が生じた場合には，岩盤の補強の観点では処分施設周辺の応力
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場を変化させる可能性がある。また止水の観点では，処分施設周辺の水理場が影響を受ける可能

性がある 
 

3.3 支保 

支保材としては，岩盤条件や地盤状況に応じて吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリート，

ロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメント，RC セグメントなどの適用が検

討されている。 
セメント系材料である吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリート，RC セグメントではモ

ノサルフェート相との反応による変質の促進とそれに伴う機械的特性の低下が考えられる。これ

らの部材の機械的特性が低下した場合，処分施設周辺の応力場に影響を与える可能性がある。 
鋼材が使用されるロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメントについては，

腐食が促進されこれら部材の機械的特性が低下する可能性がある。これら支保部材の機械的特性

の低下は，処分施設周辺の応力場に影響を与える可能性がある。また腐食によりガスが発生し，

ガス移行に対しても影響する可能性がある。これらの部材の腐食に関しては，地下水の pH が重

要となる。充填材もしくは構造躯体中のセメント水和物の溶解に伴う高 pH 地下水の影響により，

施設周辺の母岩と比べて pH が高いと考えられる。pH 環境下においては鋼材の腐食速度は遅い

が，母岩からの地下水の浸入などにより pH が低下した場合には硝酸イオンの存在により鋼材の

腐食が促進する可能性がある。 
 

3.4 埋戻材 

埋戻材には礫，砂にベントナイトを混合した材料もしくはセメント系材料の使用が検討されて

いる。埋戻材には，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道およびアクセス坑道の埋戻しに使

用され，坑道掘削前の地質環境を維持し放射性核種の移行に悪影響を与えないことが期待されて

いる。 
礫，砂にベントナイトを混合した材料が使用された場合には，地下水の密度，粘性の変化とモ

ンモリロナイトの膨潤性の低下する可能性がある。またセメント系材料が使用された場合には，

溶脱促進及びモノサルフェート相の変化により材質が変化する可能性がある。これらの要因によ

り埋戻材の透水係数が変化すると，埋戻材中の地下水流速が増加し，放射性核種の移行を速める

可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水中における窒素の存在形態 
地下水中における窒素は，地下水の酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により，図 1 に示す

様に液相：NO3
-，NO2

-，HNO2，NH4
+，NH4OH，気相：N2O，NO，NH3 といった様々な化学形態をとりう

る1)。このうち処分環境である低 Eh 高 pH の状態では，NH3あるいは NH4OH（NH3aq）が安定系とな

る。実際に密閉されたガラス容器を用いて炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ，低 Eh 高 pH 条件

で１～６ヶ月程度保持した実験では NO3
-の変遷生成物として NO2

-，NH4OH（NH3aq）が確認でき，そ
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れ以外の化学形態は確認できなかった。また，NO2
-は中間生成物であり，その濃度は反応期間が

長くなるにつれて減少し， 終生成物として NH4OH（ＮＨ３aq）が増加する傾向にあった。 

鉄共存下における窒素の化学形態については，嶺ほか2)により硝酸ナトリウム濃度 10-3～

100mol/l，鉄添加量（還元鉄，線状炭素鋼，粉末炭素鋼のいずれか）0.026～117g/l の範囲の試

験が実施された結果，炭素鋼では硝酸イオンからの変遷が確認できなかったことを報告している。 

なお窒素には図 2 に示す様に有機系窒素形態があり，これらは環境中の動植物や微生物が関与

する3)。微生物が酸素の代わりに NO3
-を用いて有機物を分解する（脱窒と呼ばれる）ことにより硝

酸や亜硝酸が窒素に還元される。脱窒能を有する細菌は 20 属以上が知られており4)，農地や土壌

表層や植物の根に多くの脱窒菌が存在する。処分環境である還元性環境下で活動する脱窒菌は，

酸素濃度が低い条件下で硝酸や亜硝酸を電子受容体として利用する。ただし脱窒菌の影響や脱窒

反応自体は土壌や肥料の分野で多くの研究例があるものの地下深部の環境での研究例は見当たら

ない。 

TRU 処分施設環境下における窒素の化学形態については，明らかとされておらず現在において

も試験研究が続けられている。 
 

 

図 1 窒素起源の無機化学形態の Eh-pH equilibrium diagram1) 
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図 2 動植物に関連する窒素の流れ 3) 

4.1.2 セメント系材料の変質 

硝酸塩が共存する高アルカリ環境下でのセメント系材料の変質に関しては，硝酸ナトリウム溶

液中にセメントペーストを浸漬させた試験等5)によって，セメント系材料中のモノサルフェート

相（3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O にて代表される固相）中の SO4
2-が NO3

-に置換することによる硝酸

型のモノサルフェート相（3CaO・Al2O3・Ca(NO3)2・10H2O にて代表される固相）の生成が示唆され

ている。 

セメント系材料中における硝酸塩の影響については硝酸塩型のモノサルフェート相の生成する

ことまでは明らかであるが，核種移行現象に関わるパラメータへの具体的な影響等明らかでない

点があり，硝酸塩のセメント系材料の変質に対する影響については確認するための試験が実施さ

れている。 
 

4.1.3 セメント系材料の拡散，吸着性能に対する影響 

第 1 次 TRU レポートでは，セメント系材料中のモノサルフェート相をアニオン核種の主な吸着

サイトであると考えられており，高濃度の硝酸イオンによってモノサルフェート相中の SO4
2-が

NO3
-に置換することにより吸着サイトの表面状態が変化し，アニオン核種の Kd が変化する可能性

を示している7)。しかしながら，硝酸塩共存下における核種の拡散，吸着現象に関する試験研究

は例が少なく，このため現在確認のための試験が実施されている。 

 
4.1.4 鋼材の腐食速度に対する影響 

金属の腐食速度に対する影響としては，溶存酸素と共存する硝酸塩イオンは銅の孔食を促進す
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る傾向が見られる事例8)や鉛の腐食速度を上昇させる様な事例9)が報告されている。炭素鋼の腐食

に対する影響としては，酸化剤として腐食速度を上昇させる可能性や電位の上昇をもたらすこと

により局部腐食を生起させる可能性がある反面，不動態化を促進して腐食速度を低下させる可能

性や不動態化インヒビターとして局部腐食の局部アノード溶解を抑制する可能性がある。また応

力腐食割れの原因物質として働く可能性もある。 
 

4.1.5 ベントナイト系材料に対する影響 

ベントナイト 100%配合及び 70%配合のベントナイトを用いベントナイトの透水係数の温度依存

性を確認した透水試験結果10)によれば，ベントナイトの透水係数は同じ流体であれば温度によら

ず固有透過度が一定であることが示されている。このため流体の粘性，密度が変化した場合には

ベントナイトの透水係数が変化する可能性がある。 

また同じ試験で蒸留水と人工海水を用いた場合については蒸留水の場合に比べて人工海水の場

合の方が１オーダ程度大きな透水係数になり（図 3），透水係数の差異は流体の特性の変化では説

明できず，スメクタイトの層間距離等の差であると考察している。 

ベントナイト系材料の吸着性能に対しては，Eriksen 他11)は塩水系の２種類の溶液を用い，イ

オン強度を変化させてベントナイト中における I-，Cs+，Sr2+の拡散試験を行い，鉱物表面を電気

的な２重層を仮定したモデルを用いて分配係数を求めている。拡散試験の結果得られた Cs+，Sr2+

の実効拡散係数は，イオン強度が 0.018 から 0.218 に増加することにより Cs+で１オーダ程度の

低下，Sr2+で 1/2 倍程度に低下している。また算出された Cs+と Sr2+の分配係数にはイオン強度依

存性が確認されており（図 4），Sr2+の結果には Muurinen12)の結果についても包含している。また

Wanner ら13)は，Wyoming ベントナイト MX-80 に対する Cs の収着試験を，濃度 0.025～1mol/L の

NaCl，KCl，CaCl2，NaNO3，Ca(NO3)2 溶液中ならびに弱イオン強度（I=0.004mol/L）及び強イオン

強度（I=0.46mol/L）の天然地下水中で実施し，Cs のベントナイト上の収着挙動を，１-サイトイ

オン交換モデルで表現した。その結果 Cs の分配係数はイオン強度の増加に伴い低下したが，同じ

イオン強度であればイオン種の影響が見られなかったことを報告している。 

 

図 3 蒸留水と人工海水を対象としたベントナイト試料の透水試験結果 
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     (a) 対象核種：Cs             (b) 対象核種：Sr 

図 4 イオン強度と核種の分配係数の関係(Eriksen 他 11)，1996) 
 

4.2 経時変化予測 

廃棄物中に多量に存在する硝酸塩は，地下水との接触により容易に地下水中に溶解する。溶解

した硝酸イオンは，酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により様々な化学形態をとり，廃棄体

から緩衝材までを移行しプラグ，グラウト，支保，埋戻材に至る。プラグ，グラウト，支保，埋

戻材では，それらと反応する可能性があるが，時間的・空間的な長期変化の予測については不明

である。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP の概念的不確実性 
不確実性として以下の次項が考えられる。 

・ 地下水中における窒素の化学形態（微生物関連の場合も含む） 
 

4.4.2 当該 FEP のデータに関する不確実性 

・ セメント系材料に対する硝酸塩の影響の度合い 
・ ベントナイト系材料の劣化に対する硝酸塩の影響の度合い 
・ 鉄の腐食に対する硝酸塩の影響と度合い 
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ＸＣ－０９：付帯設備での硫酸塩影響 

 
１．名称 
付帯設備での硫酸塩影響（XC-09） 

 
２．概要 
主に余裕深度処分対象廃棄物に顕在化する硫酸塩は，地下水と接触することにより容易に溶解

し，処分施設内の移流，分散，拡散現象によりプラグ，グラウト，支保，埋戻材に移行する。 

プラグ，グラウト，支保，埋戻材には， 

プラグ ベントナイト，コンクリートもしくはそれらの複合材料 

グラウト 粘土系材料，セメント系材料 

支保 セメント系材料（コンクリートセグメント，吹き付けコンクリート，現場打ち

コンクリート等），鋼材（鋼製セグメント，ロックボルト等） 

埋戻材 礫，砂にベントナイトを混合した材料，セメント系材料 

が候補材料として検討されており，セメント系材料，ベントナイト系材料，鋼材に大別でき，

セメント系材料であれば充填材，ベントナイト系材料であれば緩衝材，鋼材であれば構造躯体中

の鉄筋もしくは鋼製躯体で起きる硫酸イオンと部材との反応と同様な反応を生じる可能性がある。 

硫酸塩共存下においては，セメント系材料はエトリンガイトを生成しひび割れを生じる可能性

がある。その結果材料の機械的特性が低下するとともに空隙構造の増加により水理場に影響を与

える可能性がある。ベントナイト系材料に対しては，地下水の密度，粘性の変化による透水係数

への影響とイオン強度の増加に伴う膨潤性の低下，透水係数の増加が考えられる。またイオン強

度の増加は吸着性能も低下させる可能性がある。鋼材に対しては腐食速度を増加させ，その結果

ガス発生量を増加させる可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 

3.1 プラグ 
埋戻材の膨潤圧に耐える機能が要求される場合にはセメント系材料の使用が検討されている。

セメント系材料に対しては，地下水中の硫酸イオンはセメント水和物と反応しエトリンガイトを

生成し，その結果ひび割れを生じる可能性がある。ひび割れの発生によりプラグの機械的特性が

低下し，プラグの透水係数の増加する可能性がある。プラグの機械的特性の低下により埋戻材の

膨潤圧に耐えられなくなり，処分施設内外の応力場に影響する可能性がある。またプラグの透水

係数の増加は坑道内の地下水流速を速める可能性がある。 
また遮水を期待するプラグに対してはベントナイト系材料の使用が検討されている。地下水中

の硫酸イオンは，地下水の密度，粘性を変化させることにより透水係数を増加させる可能性があ

る。またモンモリロナイトの膨潤性の低下を生じることによってもプラグの透水係数が増加する

可能性がある。その結果，プラグに期待される遮水性能が発現できなくなり処分坑道内の地下水

流速が増加する可能性がある。また硫酸イオンはベントナイト系材料の吸着性能も低下させる可

能性がある。その結果，地下水中のイオンや放射性核種の移行を速める可能性がある。 
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3.2 グラウト 

グラウト材には，岩盤の補強の観点からセメント系材料，止水の観点から粘土系材料の使用が

検討されている。プラグの場合と同様にセメント系材料に対しては，エトリンガイトの生成に伴

いグラウト材にひび割れが発生する可能性がある。その結果，岩盤中の応力状態の変化とグラウ

ト材中のひび割れが選択的な水みちとなることにより水理場に影響する可能性がある。また粘土

系材料に対しては，地下水の密度，粘性の変化とモンモリロナイトの膨潤性の低下によりグラウ

トの透水係数が増加する可能性がある。グラウトの透水係数が増加した場合には，処分施設周辺

の水理場が影響を受ける可能性がある。 
 

3.3 支保 

支保材としては，岩盤条件や地盤状況に応じて吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリート，

ロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメント，RC セグメントなどの適用が検

討されている。 
セメント系材料である吹き付けコンクリート，現場打ちコンクリート，RC セグメントではエ

トリンガイトの生成によるひび割れの発生とそれに伴う機械的特性の低下，透水係数の増加が考

えられる。これらの部材の機械的特性が低下した場合，処分施設周辺の応力場に影響を与える可

能性がある。また吹き付けコンクリートにひび割れが生じた場合には，埋戻材内に流入する地下

水流量が増加することにより埋戻材内の地下水流速が増加する可能性がある。 
鋼材が使用されるロックボルト，ロックアンカー，鋼製支保工，鋼製セグメントについては，

硫酸イオンの存在により腐食が促進され，機械的特性が低下する可能性がある。これら支保部材

の機械的特性の低下は，処分施設周辺の応力場に影響を与える可能性がある。また腐食によりガ

スが発生し，ガス移行に対しても影響する可能性がある。これらの部材の腐食に関しては，地下

水の pH が重要となる。充填材もしくは構造躯体中のセメント水和物の溶解に伴う高 pH 地下水

の影響により，施設周辺の母岩と比べて pH が高いと考えられる。高 pH 環境下においては鋼材

の腐食速度は遅いが，母岩からの地下水の浸入などにより pH が低下した場合には硫酸イオンの

存在により鋼材の腐食が促進する可能性がある。 
 

3.4 埋戻材 

埋戻材には礫，砂にベントナイトを混合した材料もしくはセメント系材料の使用が検討されて

いる。埋戻材には，処分坑道の上部空間，主要坑道，連絡坑道およびアクセス坑道の埋戻しに使

用され，坑道掘削前の地質環境を維持し放射性核種の移行に悪影響を与えないことが期待されて

いる。礫，砂にベントナイトを混合した材料が使用された場合には，地下水の密度，粘性の変化

とモンモリロナイトの膨潤性の低下により埋戻材の透水係数が増加する可能性がある。またセメ

ント系材料が使用された場合には，エトリンガイトの生成によるひび割れが発生し埋戻材の透水

係数が増加する可能性がある。埋戻材の透水係数の増加は，緩衝材から放出された放射性核種の

移行を速める可能性がある。 
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４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 セメント系材料に対する影響 
硫酸イオンとセメント鉱物が反応するとエトリンガイト（C3A･3CaSO4･32H2O）を生成する。セメ

ント鉱物と硫酸イオンとの反応によって生じるエトリンガイトは，硫酸イオンがなくなるとエト

リンガイトと未水和の間隙質との反応によりモノサルフェート水和物（3CaO・Al2O3・CaSO4・12H2O）

に転移する性質をもつ。エトリンガイトの生成量は，硫酸イオン濃度及びセメント系材料中のカ

ルシウムアルミネート（C3A）の含有量に依存する。エトリンガイトは，セメント鉱物と比較して

体積が大きく，硫酸イオンが極少量の場合はセメント系材料内の空隙を狭める可能性もある1)が，

一方ではセメント系材料にひび割れを生じる要因となる2)。エトリンガイトの生成に関しては，

OPC モルタルや B 種高炉スラグセメントを Na2SO4水溶液に浸漬させた試験研究が幾らか報告され

ており 1)2)3)4)，ひび割れの発生により供試体が破損した事例も報告されている 4)。 

 

4.1.2 ベントナイト系材料に対する影響 

ベントナイト 100%配合及び 70%配合のベントナイトを用いベントナイトの透水係数の温度依存

性を確認した透水試験結果5)によれば，ベントナイトの透水係数は同じ流体であれば温度によら

ず固有透過度が一定であることが示されている。このため流体の粘性，密度が変化した場合には

ベントナイトの透水係数が変化する可能性がある。 

また同じ試験で蒸留水と人工海水を用いた場合については蒸留水の場合に比べて人工海水の場

合の方が１オーダ程度大きな透水係数になり（図 1），透水係数の差異は流体の特性の変化では説

明できず，スメクタイトの層間距離等の差であると考察している。 

ベントナイト系試料中での拡散挙動と吸着性能については，Eriksen 他6)は塩水系の２種類の溶

液を用い，イオン強度を変化させてベントナイト中における I-，Cs+，Sr2+の拡散試験を行い，鉱

物表面を電気的な２重層を仮定したモデルを用いて分配係数を求めた。拡散試験の結果得られた

Cs+，Sr2+の実効拡散係数を見ると，イオン強度が 0.018 から 0.218 に増加することにより Cs+で１

オーダ程度の低下，Sr2+で 1/2 倍程度の低下が示されている。また算出された Cs+と Sr2+の分配係

数にはイオン強度依存性が示されており（図 2），Sr2+の結果には Muurinen7)の結果も包含されて

いる。 
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図 1 蒸留水と人工海水を用いた場合のベントナイト系試料の透水係数の違いと乾燥密度と固有

透過度の関係 

 
 

 

     (a) 対象核種：Cs             (b) 対象核種：Sr 

図 2 イオン強度と核種の分配係数の関係 

 
4.1.3 鋼材の腐食に対する影響 

鋼材は地下水と接することにより酸化し，その表面には水酸化鉄等からなる不動態皮膜が形成

を形成する。このため不動態皮膜の存在は鋼材溶解を妨げることになるが，地下水中にハロゲン

イオン，硫酸イオン，硫化物イオンなどの陰イオンが存在した場合不動態膜が破壊され鉄の腐食

が促進される可能性がある。ただし塩化物イオンに比べると硫化物イオンの影響は小さく，また

鉄の腐食は高 pH 環境下においては緩慢になるとも報告されている8)。 
また硫酸イオン存在下における硫酸塩還元菌などのバクテリアの存在も鉄の腐食を促進する要

因となり得る。H12 レポート9)によれば硫酸還元菌は，静水中では硫酸塩還元菌のみ活性な環境

よりも好気性細菌との共存下で激しい腐食を及ぼすと言われている。 

 X 付帯設備-123 



 
4.2 経時変化予測 

廃棄体中に多量に存在する硫酸塩は，地下水との接触により容易に地下水中に溶解する。溶解

した硫酸イオンは，廃棄体から緩衝材までを移行し，プラグ，グラウト，支保，埋戻材に至る。

プラグ，グラウト，支保，埋戻材では，それらと反応する可能性があるが，時間的・空間的な長

期変化の予測については不明である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・硫酸塩還元菌等の微生物の存在 
・セメント系材料中でのひび割れの発生する時間とその位置 
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ＸＣ－１０：付帯設備でのガスの発生と影響 

 
１．名称 

付帯設備でのガスの発生と影響（XC-10） 

 
２．概要 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材に含有される金属の腐食等によりガスが発生して蓄圧した

場合，あるいは，人工バリア内部で発生したガスの透気経路となった場合，人工バリア近傍の地

下水の移行挙動に影響を及ぼす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材に含有される金属の腐食等によりガスが発生して蓄圧した

場合，あるいは，人工バリア内部で発生したガスの透気経路となった場合，人工バリア近傍の地

下水の移行挙動に影響を及ぼす可能性がある。 
 

3.2 安全性への影響度合 

ガス圧によりプラグ・グラウト等に重大な損傷をもたらし，卓越的な透過経路を形成された

場合は，核種の移行が促進される可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

4.1.1 ガス発生 

コンクリート支保およびコンクリートプラグに鉄筋を使用するために，炭素鋼の腐食により H2

ガスが発生する可能性がある。 

還元雰囲気における鉄の腐食に伴うガス発生量は，鉄の腐食生成物が 終的に地質環境条件で

も安定であると考えられているマグネタイトになることを想定すれば，以下の反応式により評

価することが可能である 1)。 

)(2)(432)( 443 gss HOFeOHFe +→+  

余裕深度処分および TRU 廃棄物地層処分のプラグ／グラウト／支保／埋戻材領域においては，

還元雰囲気で，かつ高ｐH であると考えられる。そのような環境での炭素鋼の腐食速度の測定事

例は数多く存在し，不動態膜が形成されるまでの初期の腐食速度を除けば，腐食速度は極めて小

さいと考えられている。30℃以下のセメント環境での炭素鋼と純鉄ワイヤーの腐食速度として，3

×10-9～2×10-8 m/y が，まとめられている 2)。また，炭素鋼片を用いた実験で，3×10-8 m/y が報

告されている 3)。 

 
4.1.2 プラグ／グラウト／支保／埋戻材における蓄圧 

第 1 次 TRU レポート 4)では，ＴＲＵ廃棄物地層処分の処分概念に対して Darcy２相流モデル
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により２次元解析を行い，処分施設内の飽和度，間隙圧力，排出水量の経時変化を評価している。

この解析では支保および埋戻材を人工バリアの構成材としてモデル化されている。 
ガスの移行挙動に関するパラメータは，ガス圧の影響が顕在化する時期はセメント系材料の化

学劣化よりも早いと想定し，健全な状態にあるセメント系材料の透過係数や毛管圧のデータを採

用している。また，ベントナイト系材料についても，同様の根拠でベントナイトは Na 型を想定

したパラメータ設定となっている。その結果，ガス圧による間隙水の排出量は，ガスの影響を考

慮しない場合の流出水量と比較して大きく，核種移行に有意な影響を及ぼす可能性が示唆されて

いる。 
なお，プラグ及びグラウトにおける蓄圧については，現状ではモデル化されていない。 

 
4.1.3 プラグ／グラウト／支保／埋戻材でのガス透過 

第 1 次 TRU レポート 4)では，上述の解析により得られた間隙圧力を用いて，応力変形解析を

行い，力学的影響を確認している。その結果，掘削時の応力解法に対して内圧が壁面近傍の岩盤

の拘束力として作用し，空洞近傍岩盤の局所安全率は増加し，より安定な状態となっている。 

なお，プラグ及びグラウトはガス移行解析については，現状ではモデル化されていない。 
 

4.1.4 放射性ガスの移行促進 

発生したガスに伴い放射性ガスも放出され，C-14, I-129, Se-79, Rn-222 といった揮発性ある

いはガス状の核種の移行が促進される可能性がある。しかしながら，人工バリアにおいてこれら

の核種がどの程度の割合で揮発しているかについては知見に乏しい。また，核種の移行モデルに

ついても詳細な検討事例はない。 

 
4.2 経時変化予測 

該当無し。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

金属のガス発生速度は，金属表面に被膜が形成されることにより低下する可能性がある。ただ

し，安全評価上，人工バリア内の蓄圧が遅くなるほうに働くため，この不確実性を見込まない方

が保守的な評価となる。 

また，コンクリート支保やコンクリート埋戻し材には，健全な状態にあるセメント系材料の透

過係数や毛管圧のデータを採用しているが，亀裂の発生等により，設定しているよりも透気性が

高い可能性がある。 

ガス移行モデルにおいては，気・液２相流モデルを用いているが，気・液２相流＋力学連成モ

デル 5)による評価や，巨視的な破壊モードの検討について未実施である。 
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4.4.2 データに関する不確実性 

金属の腐食メカニズムおよび腐食速度は酸化雰囲気と還元雰囲気で異なるため，ガス発生速度

も変化する。 
セメント系材料およびベントナイト系材料に対するガスの移行特性に関するデータについて

は，十分に取得されているとは言い難い状況にある。 
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ＸＲ－０１：付帯設備での核種の崩壊・生成 

 
１．名称 

付帯設備での核種の崩壊・生成（XR-01） 

 
２．概要 

付帯設備（プラグ／グラウト／支保／埋戻材）では，移行してきた放射性核種が崩壊し，娘，

孫核種が生成する。これにより，付帯設備での核種のインベントリや同位体分率が時間と共に

変化する。 
核種の崩壊・生成は放射線の発生を伴うため，そのエネルギーが付帯設備に吸収された場合

には放射線損傷を，付帯設備間隙水に吸収された場合には水の放射線分解による間隙水性状の

変化を，それぞれもたらす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 核種移行への直接的な影響 
核種の崩壊・生成に伴うインベントリ及び同位体分率の経時変化は，第一に，核種移行解析

におけるソースの経時変化として重要である。さらに以下のパラメータについても，インベン

トリ及び同位体分率の経時変化が影響する。 

溶解度は溶液中の濃度限界として元素毎に規定されるパラメータであり，同位体による分配

を考慮する必要がある（例えば，241Am と 243Am 等）ことから，インベントリの経時変化のみなら

ず同位体分率の経時変化も重要である。収着分配係数については，線形の isotherm の場合には

常に一定としうるが，非線形の isotherm の場合にはインベントリの変化に応じて収着分配係数

も変化することから，インベントリの経時変化が重要である。特に，非線形収着機構が収着容

量から説明される場合には，溶解度の場合と同様に，同位体分率の経時変化も重要となる（収

着容量に対する同位体分配）。 

 
3.2 放射線による影響 

核種の生成・崩壊に伴って発生する放射線（α線， β線，γ線，中性子線）が及ぼす影響と

して，以下が考えられる。 

・ 固体の放射線照射では，結晶格子中の原子がはじきだされ，格子に空孔が残り，空孔の

移動によるボイド生成や形状変化等に起因する物理化学的特性の変化がもたらされる。

このような放射線損傷により，付帯設備材料の特性が変化する可能性がある。 

・ 付帯設備の間隙水に放射線が照射されると，水の放射線分解により間隙水性状の変化

（pH/Eh 変化，ガス発生等）をもたらされる可能性がある。地下深部の還元性雰囲気は処

分の安全性にとって好ましい状況であることから，水の放射線分解による影響の中でも

特に，H2O2等の生成酸化種が残存して酸化性雰囲気を形成する可能性が懸念されている。 

・ 有機物については，放射線を照射されると放射線分解により低次の有機物に分解する可

能性がある。 

・ 放射線により廃棄体での微生物活動は一般に不活性化する。 
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４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
核種の崩壊形態，および崩壊定数等に関する知見については，いくつかの既往文献 1), 2), 3), 4) 

が利用できる。 

 
4.2 経時変化予測 

付帯設備での核種の崩壊・生成の経時変化は，同領域を対象とした核種移行解析の支配方程

式中の崩壊・生成項として考慮される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

核種の崩壊のような核物理現象については比較的良く理解されており，主要核種の崩壊定数

についても信頼性の高いデータが整備されているものと考えられる。 
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ＸＲ－０２：付帯設備間隙水での放射線分解 

 
１．名称 

付帯設備間隙水での放射線分解（XR-02） 

 
２．概要 
透過γ線あるいは移行してきた核種の崩壊に伴う放射線による付帯設備（プラグ／グラウト／

支保／埋戻材）間隙水の放射線分解は，ガス発生や酸化性雰囲気の形成など，付帯設備近傍の化

学環境の変化をもたらす可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
水の放射線分解により，次のようなプライマリー生成物が生成する。 

H2O･･･→e-aq，OH，H，H2O2，H2，H+ 

これらの化学種は付帯設備間隙水において種々の生成・消滅反応を繰り返しながら，次第に比

較的安定な 終生成物に終息する。一般に 終生成物には H2，H2O2，微量の O2などが含まれる。 

このうち H2は還元剤として，H2O2は酸化剤としてそれぞれ作用するが，H2がガスとして散逸し

たり，相対的に早い速度で液相中を移行したりした場合，残留した H2O2によって酸化性雰囲気が

形成される可能性が指摘されている 1)。付帯設備間隙水が酸化性雰囲気となった場合，ロックボ

ルト等金属材料の腐食を促進する可能性がある。また，酸化還元電位に敏感な放射性元素の存在

形態（酸化状態）が変化することによって，それらの付帯設備材料への収着分配係数などに影響

を及ぼすことが考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
付帯設備は，廃棄体からは位置的に離れており，放射線による線量率は極めて低い場になって

いると考えられる。したがって，人工バリアが機械的に破壊されて廃棄体と付帯設備が隣接して

しまったり，付帯設備の領域において放射性核種の特異な濃集現象が起こったりしない限りは，

放射線分解に伴うガス発生も酸化性雰囲気の形成も，いずれも有意な影響を持ち得ないと考えら

れる。 
 

4.2 経時変化予測 

該当せず。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当せず。 
 

4.4 不確実性 

該当せず。 
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＜参考文献＞ 
[1] Grenthe, I., Puigdomenech, I. and Bruno, J. (1983): The possible effects of alpha 

and beta radiolysis on the matrix dissolution of spent nuclear fuel, KBS TR 83-02. 
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ＸＲ－０３：付帯設備の放射線損傷 

 
１．名称 

付帯設備の放射線損傷（XR-03） 

 
２．概要 
放射性核種の崩壊に伴う放射線によって，付帯設備（プラグ／グラウト／支保／埋戻材）が放

射線損傷を受け，それにより付帯設備の特性が変化する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
付帯設備が部分的に放射線損傷を被った場合，間隙構造，力学特性，止水性等が局所的に変

化する可能性がある 1) 。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
セメント系材料に対する放射線損傷に関する知見については，「充填材の放射線損傷」およ

び「構造躯体の放射線損傷」に述べる。ベントナイト系材料に対する放射線損傷に関する知見

については，「緩衝材の放射線損傷」に述べる。 
プラグ／グラウト／支保／埋戻材は廃棄体から離れた位置にあり，特異な濃集現象が生じな

い限りは照射損傷を引起こす放射性核種の存在量も少ないことから，放射線による影響は小さ

いと考えられる。 
 

4.2 経時変化予測 

該当なし 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし 
 

4.4 不確実性 

該当なし 
 

＜参考文献＞ 
[1] Sommers, J.F. (1969) : Gamma Radiation Damage of Structural Concrete Immersed in 

Water, Health Physics Pergamon Press. Vol.16, pp.503-508. 
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ＸＮ－０１：付帯設備の物質移動特性 

 
１．名称 

付帯設備の物質移動特性（XN-01） 

 
２．概要 

処分場の建設，操業時に掘削された空間や設備のうち，人工バリアと天然バリアの間に位置す

るのが，プラグ，グラウト，支保，埋戻材である。プラグ，グラウト，埋戻材については，掘削

等によって生じた空間や隙間を埋め，元の天然バリアと同等以上または有意な移行経路にならな

いことを意図して設置される。 

これらは原則として放射性核種を閉じ込めるバリアとして期待する領域ではないので，透水係

数が周辺の天然バリアと同等以上の性能を有することを確認するか，それができない場合には，

線量評価において透水係数の高い領域の存在を考慮するかのどちらかである。 
なお，これら領域の物質移動特性の観点では，施工や操業中の排水設備など，閉鎖後にも残さ

れる特性も含めて考える必要がある。 
 

３．安全性への影響機構及び影響度合 
人工バリアから漏出した放射性核種の一部はバリアとして期待する人工バリアと天然バリアの

間に位置する，プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域を経て，天然バリア中に移行する。 
これらの領域の透水係数が大きい場合や収着特性が小さい場合には，これらの領域での物質移

動が人工バリアや天然バリアに比べて速くなることが予測され，人工バリアから漏出した核種が

これらの領域を移行し，天然バリアの下流側に流入することが考えられる。 
なお，これらの領域の透水係数が大きい場合には，人工バリアに地下水が流入する際の迂回路

となるため，いわゆるハイドロリックケージ（特定の場所の周囲に透水性の高い材料や領域を配

置して着目する場所の動水勾配を小さくすることによって浸入水量を小さくする設計概念）の効

果により，人工バリアへの浸入水量が低減することも考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域については，掘削影響領域 (EDZ, Excavation 

Damaged Zone) のモデルや試験研究を参考にすることができる。H12 レポート 1)では，これらの

領域は均一混合層として扱われ，線量評価では実質的には も保守的な状態として考慮されてい

る。 

この領域の物質移動特性（透水，拡散，移流・分散，収着など）のうち，特に透水特性と収着

特性が天然バリアもしくは人工バリアと同等であれば，これらは，人工バリアまたは天然バリア

の一部として扱うかあるいは，性能評価で考慮しないなどの扱い方が考えられる。 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域の透水係数が大きく，処分施設の領域での核種移

行を考慮している場合には，透水係数が大きくなる領域の分だけ天然バリア内の移行距離が短く

なるのと同様の影響が生じる。収着特性が小さい場合の影響は透水係数に比べて小さいと考えら
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れる。 

また，ハイドロリックケージの効果で浸入水量が小さくなる場合には，人工バリア内が移流場

になる時に影響を生じるが，拡散場が維持されている状況ではほとんど影響がない。 
 

4.2 経時変化予測 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域について，線量評価で保守的な状況が想定されて

いるのは，物質移動特性の経時変化の予測が困難であることも１つの理由である。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

特になし 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
線量評価において も保守的に考慮される場合には不確実性はないが，プラグなどに関して性

能を期待する場合には，長期的な劣化やひび割れなどの発生による不確実性を考慮する必要があ

る。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

線量評価において も保守的に考慮される場合には，特にデータの不確実性の問題は生じない。

考慮する場合には，グラウトなどの領域の設定の他に充填材と同様の物質移動特性に関する不確

実性があると考えられる。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 核燃料サイクル開発機構(1999)：わ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次取りまとめ－分冊３，地層処分システムの安全評価，JNC 

TN1400 99-023． 
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ＸＮ－０２：核種の移流・分散 

 
１．名称 
核種の移流・分散 (XN-02) 

 
２．概要 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域は，これらの領域が核種移行に影響を与えない場

合には，人工バリアもしくは天然バリアの一部として見なされるため，この領域に特化して核種

の移流・分散が考慮されることはあまりない。 

また，これらの領域が物質移動の短絡経路になる場合には，物質移動特性は無視される場合が

多いので，この場合でも核種の移流・分散が考慮されることはあまりない。 
 

３．安全性への影響機構及び影響度合 
緩衝材を経て漏出した放射性核種や溶解性の物質は，埋戻材などの領域にはいる。この領域で

の物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要なものであり，どちらが卓越するかは，

この領域でのミクロな地下水流速によって決まる。一般には，不透水性などのバリアとして施工

されるものではないことや，構造が複雑であることから，透水性が大きく，移流・分散が支配的

になると考えられる。 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域が物質移動の短絡経路になる場合とは，周辺の人

工バリアや天然バリアに比べて，これらの領域の透水係数が大きい場合である。より現実的な評

価を行うためには，これらの領域の核種の移流・分散を考慮する必要があるが，物質の移動特性

と合わせて形状も複雑であり，考慮することは困難である。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域が物質移動の短絡経路になる場合には，一般的に

はこの部分は移流分散として考慮されるのではなく，均一混合領域やあるいは，人工バリアから

天然バリアへの流出が人工バリアの下流端から生じるとしてモデル化される場合が多い。したが

って，この領域での移流・分散の試験研究事例はほとんどない。 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域の透水係数が大きく，処分施設の領域での核種移

行を考慮している場合には，透水係数が大きくなる領域の分だけ天然バリア内の移行距離が短く

なるのと同様の影響がある。 
 

4.2 経時変化予測 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域は，移流分散として考慮されることがほとんどな

いので，経時変化も考慮されることはない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

特になし 

X 付帯設備-135 



 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域は，物質移動の領域として考慮されることがほと

んどないが，現実的な評価を行う際には，領域の定義や物質移動特性に関して不確実性が生じる

と考えられる。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

バリアとして一般に期待する領域ではないため，データが少なく不確実性は大きくなる。 

 

X 付帯設備-136 



 

ＸＮ－０３：核種の拡散 

 
１．名称 
核種の拡散 (XN-03) 

 
２．概要 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域は，これらの領域が核種移行に影響を与えない場

合には，人工バリアもしくは天然バリアの一部として見なされるため，この領域に特化して核種

の拡散が考慮されることはほとんどない。 

また，これらの領域が物質移動の短絡経路になる場合には，物質移動特性は無視される場合が

多いので，この場合でも核種の拡散が考慮されることはない。 
 

３．安全性への影響機構及び影響度合 
緩衝材を経て漏出した放射性核種や溶解性の物質は，埋戻材などの領域にはいる。この領域で

の物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要なものであり，どちらが卓越するかは，

この領域でのミクロな地下水流速によって決まる。プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域

が物質移動に影響するのは，周辺の人工バリアや天然バリアに比べて，これらの領域の透水係数

が大きく，短絡経路になる場合である。より現実的な評価を行うためには，これらの領域の核種

の物質移動を考慮する必要があるが，問題となるのは，移流・分散が卓越する場合であるので，

この領域での拡散が影響することはない。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域が物質移動の短絡経路になる場合には，一般的には

この部分は物質移動場として考慮されるのではなく，均一混合領域やあるいは，人工バリアから

天然バリアへの流出が人工バリアの下流端から生じるとしてモデル化される場合が多い。したが

って，この領域での拡散の試験研究事例はほとんどない。 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域の透水係数が大きく，処分施設の領域での核種移

行を考慮している場合には，移流・分散が卓越するので，拡散の影響はない。 
 

4.2 経時変化予測 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域は，物質移動領域として考慮されることがほとん

どないので，経時変化も考慮されることはない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

特になし 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
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プラグ／グラウト／支保／埋戻材などの領域は，物質移動領域として考慮されることがほとん

どなく，移流分散が卓越すると考えられるので，拡散に関して考慮すべき不確実性はない。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

バリアとして一般に期待する領域ではないため，データの不確実性は大きいと考えられるが，

物質移動に対する拡散の影響は小さい。 
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ＸＮ－０４：核種の収着 

 
１．名称 
核種の収着（XN-04） 

 
２．概要 
プラグ／グラウト／支保／埋戻材領域における放射性核種の存在形態としては，一般に，①移

動性成分（通常は溶解性核種だが，揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と，非移動性の

②沈殿成分，③吸着成分が考えられる。 
核種の収着は固液界面での現象であり，固相である当該領域の人工バリア材料の表面特性と液

相である地下水の地球化学的特性に依存する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
「収着(sorption)」とは，本来，気体または溶液中の溶質が固体表面および内部に取り込まれ

る現象を包括的に示す言葉であり，物理吸着，イオン交換，表面錯体形成，鉱物化等の現象を含

んでいる。これら素現象の駆動力となっているものは，物理吸着では van der Waals 力，イオン

交換では静電ポテンシャル，表面錯体形成では共有結合，鉱物化ではギブス自由エネルギーの不

均衡である。 

 

収着の程度を定量化する も一般的なアプローチは，分配係数 Kd [m3 kg-1]の導入である。放

射性元素 iの当該固相への分配係数 Kd,i は，固相への収着濃度 Si [mol kg-1]と液相中の濃度 Ci 

[mol m-3]の比として，次のように定義される。 

 

Kdi=Si/Ci    (1) 

 

分配係数を導入する場合，通常，収着反応が可逆であること，収着反応が平衡状態にあること

を前提とする。さらに，収着する放射性元素の存在量に対して固相側の収着サイトの存在量が十

分に多いことが明らかな場合には線形収着が成立し，分配係数は，放射性元素濃度によらず，常

に一定の固有値として取り扱うことができる。しかしながら実際には，不可逆な収着や 1)，収着

の非線形性が認められる観察事例 2)も報告されている。 
 
４．理解の現状 
4.1 モデル／試験研究 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材領域の人工バリア材料としてセメント系材料が用いられる場

合は充填材あるいは構造躯体での研究事例が，粘土系材料が用いられる場合は緩衝材での研究事

例が，金属系材料が用いられる場合は構造躯体での研究事例の一部（鉄骨に関する部分）が，そ

れぞれ利用できるものと考えられる。 
 

4.2 経時変化予測 
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原則的にはセメント系材料，粘土系材料及び金属系材料の場合の経時変化予測に従う。しかし

ながら，プラグ／グラウト／支保／埋戻材領域での収着現象そのものには性能評価上のクレジッ

トはおかれないため，その経時変化予測についても特段の注意は払われていない。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

収着平衡の成否 

線形収着／非線形収着 

経時変化を含む収着サイトのキャラクタリゼーション 

収着サイトへの収着のメカニズム 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

海水条件下での分配係数 

分配係数の温度補正 

 
＜参考文献＞ 
[1] Khan, S. A. et al.(1994): Sorption of cesium on bentonite, Waste Management, Vol.14, 

No.7, pp.629-642. 

[2] 福井正美(1999)：各種測定法による溶質の Kd 比較，京都大学原子炉実験所「天然バリア

Kd」専門研究会報告書, KURRI-KR-44, pp.191-196. 
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ＸＮ－０５：核種の沈殿・溶解 

 
１．名称 
核種の沈殿・溶解（XN-05） 

 
２．概要 
プラグ／グラウト／支保／埋戻材領域における放射性核種の存在形態としては，一般に，①移

動性成分（通常は溶解性核種だが，揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と，非移動性の

②沈殿成分，③吸着成分が考えられる。 
間隙水中の核種濃度の上限値が溶解度であり，これを越えた場合， 終的には化学平衡が成立

して核種の沈殿固相を形成する。移流あるいは拡散によって核種が移動し，液相の核種濃度が減

少した場合，ひとたび形成された沈殿が再溶解する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
沈殿・溶解プロセスの駆動力となっているものは，当該元素の固液２相間での熱力学エネルギ

ーの不均衡である。沈殿・溶解の化学反応両辺におけるギブス自由エネルギーG の大小関係によ

って，沈殿反応あるいは溶解反応が卓越することとなる。通常は，反応自由エネルギー⊿G がゼ

ロとなるような状態，すなわち沈殿速度と溶解速度が見かけ上均衡した化学平衡の状態を仮定す

る。しかしながら実際には，平衡状態に達するまでに多くの時間を要する場合もありうる。 

移動性の液相核種濃度の上限値を制限する点において，溶解度は性能評価上重要なパラメータ

のひとつとなりうる。特に，廃棄体周囲での物質移動が拡散によって支配される場合，移動の駆

動力となる濃度勾配をより小さく保つことができるので，核種の沈殿現象は物質移行抑制機能と

しても重要である。 

原理的には，プラグ／グラウト／支保／埋戻材領域においても放射性元素の沈殿が生成する可

能性がある。しかしながら，緩衝材領域でもそうであったように，人工バリア構成上， もイン

ベントリの多い廃棄体領域から空間的に離れている当該領域においては，空間的希釈効果によっ

て，沈殿生成の可能性はかなり小さいものと予想される。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

「（充填材での）核種の沈殿・溶解 (MN-05)」や，「（緩衝材での）核種の沈殿・溶解 (BN-05)」

等，核種の沈殿・溶解プロセスに関する他の FEP で記述されているように，一般に溶解度は，温

度，ｐＨ，Ｅｈ，イオン強度，共存イオン濃度といった間隙水性状（あるいはその経時変化）が

指定でき，さらにその間隙水性状において適切と考えられる溶解度制限固相が指定できれば，

PHREEQE 1)等の地球化学計算コードによって，当該元素の溶解度を評価することができる。現状

では，本 FEP のようなプラグ／グラウト／支保／埋戻材領域における核種の沈殿生成は考えにく

い（あるいは保守性の観点からはロバストでない）とされているため，特別に当該領域に注目し

たモデル・試験研究は散見されない。しかしながら，当該領域での間隙水性状（あるいはその経

時変化）やそこでの溶解度制限固相について，類似するセメント系材料及びベントナイト系材料
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からのアナロジーが，基本的には適用可能であると考えられる。 

また，従来の核種移行の考え方では，プラグ／グラウト／支保／埋戻材は核種移行に対するバ

リアとはみなされていない。したがって，当該領域において核種の沈殿というプロセスが起きる

可能性があるとしても，それを性能評価上考慮することはあまり一般的ではない。 
 

4.2 経時変化予測 
核種の沈殿・溶解プロセスに関する他の FEP で記述されているのと同様に，一般に溶解度の経

時変化は，温度，ｐＨ，Ｅｈ，イオン強度，共存イオン濃度といった間隙水性状の経時変化に追

随する。したがって，プラグ／グラウト／支保／埋戻材領域の間隙水性状の経時変化が予測可能

であれば，当該領域での溶解度の経時変化を予測することも可能である。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

溶解・沈殿平衡が成立しているか（不可逆反応の可能性，over saturation / under 

saturation） 

溶解度制限固相が適切に選定されているか（酸化物／水酸化物，共沈） 

液相化学種が適切に選定されているか 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

溶解度評価に用いられる熱力学データセットについては，なお以下のような不確実性が残って

いると考えられる。 

高イオン強度補正（高イオン強度の地下水性状の場合，適切に活量補正できるデータ

があるか） 

温度補正（25℃での熱力学データ取得が多く，実際の 50-60℃での溶解度補正が可能

か） 

アルカリ補正（高アルカリ条件での熱力学データにはなお不明な点が多い） 

 
＜参考文献＞ 

[1] Parkhurst, D. L., Thorstnsen, D. C. and Plummer, L. H.(1980): PHREEQE – A Computer 
Program for Geochemical Calculations, U.S. Geological Survey, Water-Resources 

Incvestigations 80-96. 
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ＸＮ－０６：コロイド形態による核種移行 

 
１．名称 
コロイド形態による核種移行 (XN-06) 

 
２．概要 
通常，間隙水中での放射性核種の溶存形態は，分子程度の粒径となっているものと考えられる。

しかしながら，放射性核種がコロイド形態をとる場合，通常の溶存形態の場合とは異なる移行挙

動を示すこととなる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
液相において放射性核種がコロイド形態で存在する場合，安全性に係る影響メカニズムとして

重要と考えられることは，①移動性の放射性核種量が相対的に増大すること，②特に疑似コロイ

ドに顕著なこととして，分子性粒子の場合とは表面電位等化学的特性が異なるため移行特性，吸

着特性等が変化すること，及び③巨大分子であることに起因して狭隘な経路を移行しがたくなる

こと（ろ過効果）が指摘できる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
プラグ／グラウト／支保／埋戻材領域の人工バリア材料としては，セメント系材料，粘土系材

料，金属系材料等，種々の材料が用いられる可能性があり，それぞれ自身が地下水コロイドの供

給源となる可能性がある。当該領域に予想される高いイオン強度の影響によって，領域内部でコ

ロイドが安定に存在する（分散している）ことはない 1)と考えられるが，当該領域と母岩領域と

の境界では，緩衝材におけるモンモリロナイトのエロージョンで指摘されているような，①地下

水流れによる地下水コロイド源粒子（セメント系材料，粘土系材料，金属の腐食生成物）の機械

的剥脱，及び②低イオン強度下での地下水コロイド源粒子の化学的分散といった２つのメカニズ

ムによって，コロイドを生成させる可能性がある。 

 
4.2 経時変化予測 

特にセメント系材料及び金属系材料が地下水コロイドの供給源となる場合，地下水コロイドが

熟成（C-S-H ゲル相の生成，金属の腐食等）するまでの時間遅れがあることが考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は見出せない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ 高ｐＨ領域における真性コロイド生成の可能性（特にアクチニド） 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（組成，粒径分布等） 
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・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（可逆／不可逆） 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（量，表面電位等） 

・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（結合の程度等） 

・ 疑似コロイドの吸着性 

 
＜参考文献＞ 
[1] 中垣正幸，福田清成(1993)：コロイド化学の基礎，第 8 刷，大日本図書株式会社． 
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ＸＮ－０７：ガス形態による核種移行 

 
１．名称 
ガス形態による核種移行（XN-07） 

 
２．概要 
核種移行解析において移動性核種として評価対象としているのは，通常は水溶液中に溶存して

いる核種である。しかしながら，放射性核種の中には揮発性を有するものがあり，そのような核

種については，ガス形態で移行する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合い 
地下水シナリオにおいては，地下水を媒体とした核種の移行を前提としており，核種の存在形

態としては，通常，移動性の溶存形態と非移動性の固相（通常は可逆性の沈殿あるいは収着成分）

とが想定されている。これに対し，希ガスやハロゲンのように，潜在的に揮発性を有する放射性

元素の全量あるいは一部が気体として存在した場合，ガスを移行媒体とした核種移行が生じる。 
人工バリアシステムの構成材料に起因するガス生成機構を前提とすると，移行媒体としてのガ

スを構成する主要な成分は，嫌気性条件下での金属の腐食に伴って発生する水素ガス（及び有機

物の微生物分解に伴って発生するメタン等）であり 1), 2)，放射性ガスが存在する場合，この水素

ガスに連行して移行することが考えられる。 
気相内での物質の拡散は，液相内での物質の拡散に比較して速いことから，非放射性ガスに連

行して移行する放射性ガスの実質的な移行速度は，非放射性ガス相そのものの人工バリア及び地

質媒体中の移行速度によって支配されることが予想される。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

ＴＲＵ地層処分及び余裕深度処分においてガス形態を取りうる重要核種としては Cl-36, I-129

及び C-14 までが挙げられるが， 終廃棄体定置時のインベントリ内訳における揮発性成分の割

合はゼロもしくは極めて小さいと考えられる。したがって，基本的には，ガス形態による核種放

出の可能性も極めて小さいと予想される。しかしながら，処分場の長期的な化学環境変化によっ

て，初期には液相・固相として存在したこれら核種がガス形態に変化しうる可能性を完全に否定

することもまた困難であるように思われる。 

 
4.2 経時変化予測 

①金属腐食に伴う水素ガス等，非放射性ガスとの連行が想定されるため，放射性ガスの経時変

化も，腐食の進行，非放射性ガスの逃散現象と同様となる可能性があること，②溶存形態で移流・

拡散で移行する場合に比べ，ガス形態での移行の方がはるかに移行速度が大きいと考えられるこ

と，が指摘できる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 
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利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

• 

• 

• 

• 

放射性核種がガス形態に変化することの確からしさ 

人工バリア及び天然バリアにおける非放射性ガス相の移行 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

初期インベントリにおける揮発成分の割合 

ガス形態の核種の移行特性に係るパラメータ 

 
＜参考文献＞ 
[1] Nirex(1997): Science Report Nirex 97, An Assessment of the Post-closure Performance 

of a Deep Waste Repository at Sellafield - Volume 4 : The Gas Pathway, Report No. 

S/97/012. 

[2] Nagra(2002): Project Opalinus Clay : Safety Report – Demonstration of disposal 
feasibility for spent fuel, vitrified high-level waste and long-lived 

intermediate-level waste, TECHNICAL REPORT 02-05. 
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ＸＮ－０８：硝酸塩による核種存在形態の変化 

 
１．名称 
硝酸塩による核種存在形態の変化 (XN-08) 

 

２．概要 
低レベル濃縮廃液の廃棄体には可溶性の塩である NaNO3 が多量に含まれている。間隙水中に溶

解した NO3
-イオンが間隙水性状によって NH3 / NH4

+イオンまで変化，する可能性がある。放射性

核種がこれら硝酸イオンやアンモニアと錯体を生成することによって，その移行特性が変化する

可能性がある。また硝酸イオンによりもたらされる酸化性条件よる核種の酸化状態の変化により，

核種の溶解度や収着性が変化する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
初期の NO3

-から NH4
+／NH3にまで窒素が変化するためには，強い還元剤が必要である。充填材領

域に用いられる材料を考えた場合，鉄筋等が存在する場合にはＦｅが還元剤として作用して，NH4
+

／NH3を生成する可能性がある。あるいは廃棄体領域で既に還元作用を受け，アンミン錯体を形成

した放射性核種が充填材領域に移行してくる可能性もある。 

アンモニアと放射性核種とが錯生成した場合，①溶解度上昇の可能性，②吸着挙動（バリア材

への吸着のメカニズム及び吸着しやすさ）の変化が考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 窒素の還元 
JNC は，密閉ガラス容器中に炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ，低 Eｈ高ｐH 条件下で 1－6

ヶ月保持する実験を行った結果，NO3
-の変遷生成物として NO2

-及び NH4OH (NH3 aq)を確認し，それ

以外の化学形態は確認できなかったと報告している 1)。反応期間が長くなるにつれて，NO2
-の生

成量が減少する一方，NH4OH (NH3 aq)の生成量が増加しており，NO2
-が中間生成物となっているこ

とを示唆している。また，固相が共存しない系で行われた同様の試験では，初期 NO3
-のまま変化

がないことも確認しており，NO3
-の変遷メカニズムにおいて，還元作用を有する固相の表面が触

媒的に機能していることを示唆している。 

 
4.1.2 硝酸ナトリウムによる核種移行パラメータへの影響 

3 mol dm-3 NaNO3溶液及び 1 mol dm-3 アンモニア溶液での，普通ポルトランドセメント及び新

第三紀凝灰岩への核種のバッチ収着試験結果 2)を図１に示す。セメントへの収着の場合，有機 C，

Cl 及び I については硝酸塩による収着分配係数の低下が認められたが，Th，Am 及び Cs について

は有意な影響は認められない。一方，凝灰岩への収着の場合，Cs では硝酸塩による収着分配係数

の低下が，逆に Th では硝酸塩による収着分配係数の上昇が認められ，一方，Am，有機 C，無機 C，

Cl，I では有意な影響は認められていない。 
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図１ セメント系材料及び凝灰岩に対する収着分配係数への硝酸塩の影響 
 

4.2 経時変化予測 

①間隙水の酸化還元電位の過渡的な変化（建設中の大気開放から閉鎖後の還元雰囲気への復帰）

及び②NO3
-→NH4

+／NH3 の生成プロセスによる時間遅れによって，放射性核種のアンモニウム錯体

形成に関係する経時変化が考えられる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は散見されない。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ NO3

-からの NH4
+／NH3の生成の時間挙動 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ NO3
-からの NH4

+／NH3の収率 

・ NH4
+／NH3と放射性核種との錯体生成に係る安定度定数 

・ 放射性核種のアンモニウム錯体の化学挙動（分配係数，拡散係数等） 

 

 

＜参考文献＞ 
[1] 本田明ほか(2005)：炭素鋼の腐食に伴う硝酸イオンの化学的変遷のモデル化,核燃料サイク

ル開発機構技術資料, JNC TN8400 2005-023． 

[2] 諸岡幸一ほか(2004)：TRU 廃棄物処分における硝酸塩の影響に関する研究（IV）－硝酸ナト

リウムの影響を考慮した核種移行パラメータ－，日本原子力学会 2004 年春の年会 要旨

集 第Ⅲ分冊 p.851． 
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Ｒ 母岩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ＲＴ－０１：母岩の熱物性 

 
１．名称 

母岩の熱物性（RT-01） 

 
２．概要 

処分場を構成する各部位の熱物性（熱膨張係数，熱伝導率，比熱および熱拡散率）は，それぞ

れの部位の温度変化，熱による体積変化，熱の伝導性を支配するものである。特にハル・エンド

ピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グループ２）は発熱量が比較的大きく，処分場はその熱が

伝達されることにより温度が上昇する。人工バリアに使用されるセメント系材料およびベントナ

イト系材料は温度が上昇すると化学的な変質が発生し，核種移行を抑制するバリアとしての機能

を低下させる可能性がある。したがって，人工バリアには発熱廃棄体から放出される熱を外部（母

岩）へと伝達し，母岩はその熱を地中に広く拡散させ，人工バリア内部での熱の蓄積を抑制する

能力が必要であり，人工バリアを構成するそれぞれの部位や母岩の熱物性は重要な位置付けにあ

ると言える。 
母岩の温度変化は隣接するプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材との熱のやりとりと母岩自身

の熱物性によって決定される。また，母岩の熱による体積変化は，母岩に発生する温度と熱物性

によって決定される。 
 
３．安全性への影響機構 

母岩は，母岩よりも内側に設置されているプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材から熱が伝達

され，空洞周辺母岩に蓄積される熱を地中に広く拡散させる。これにより，プラグ／グラウト／

支保／埋め戻し材や空洞周辺母岩の温度上昇を抑制し，セメント系材料，ベントナイト系材料，

鋼材および母岩の熱による変質を防ぐ。したがって，母岩の熱伝導性は直接的には隣接するプラ

グ／グラウト／支保／埋め戻し材および母岩自身の温度変化に影響を与え，それぞれに使用され

るセメント系材料，ベントナイト系材料，母岩の温度や熱による変質を左右すると言える。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
H12レポート 1)において，文献調査により既存の測定データが統計的にとりまとめられている。

データは結晶質岩（酸性岩），結晶質岩（塩基性岩），新第三紀堆積岩（砂質岩），新第三紀堆積岩

（泥質岩，凝灰質岩），先新第三紀堆積岩（砂質岩），先新第三紀堆積岩（泥質岩，凝灰質岩）の

６種類に分類して整理されている。 

熱伝導率については，結晶質岩と先新第三紀堆積岩では 2～3Wm-1℃-1 にピークを有し，新第三

紀堆積岩では 1Wm-1℃-1付近のデータが多いことが認められている。比熱については結晶質岩では

700～1,110Jkg-1℃-1 の範囲にあり，先新第三紀堆積岩では，750～1,010Jkg-1℃-1 の範囲にある。

これらのデータは供試体の含水状態や測定条件の違いによる差も含まれたものとなっている。 

なお，これら熱物性には深度依存性が認められることがある。とくに堆積岩についてはその固

結度が地質学的時間の経過に伴って増す続成作用により，密度が大きくなり有効間隙率が小さく
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なることの影響を受けると考えられる。深度が 100m より深い 321 本の地熱調査 2)（地質調査

所,1991）によれば凝灰岩，砂岩，泥岩などの堆積岩については，熱物性の深度依存が認められる

ものが多い 1)。 

解析に用いる物性値としては，大きく結晶質岩と堆積岩にわけて，表 1 のように設定されてい

る 3)。 

 

表 1 岩盤の熱物性 3) 

対象岩盤 結晶質岩 堆積岩 

物性区分 HR SR-A SR-B SR-C SR-D SR-E 

熱伝導率λ (W/m℃) 2.8 2.5 2.4 2.2 1.9 1.5 

比熱 Ｃ (J/kg℃) 1000 1200 1300 1400 1700 2100 

 
4.2 経時変化予測 

 母岩の熱物性は，母岩自身の温度や地下水の性状によって変化すると考えられる。また，坑道

掘削によって発生する掘削影響領域や岩盤クリープなどの長期的な力学的影響，地下水およびセ

メント系材料などからの溶出成分による化学的影響によって，熱物性は変化すると予想される。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

 該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

4.4.2 データに関する不確実性 

 母岩の熱物性は，サイトで得た試料の計測データから大きく変動することはないと考えられる

が，熱物性は岩種（鉱物組成）に依存し，間隙率，母岩の温度の影響を受ける。したがって，サ

イト条件の差，（同一サイトでも）空間的な不均一性，母岩条件の時間的変遷による不確実性が存

在する。 
母岩の熱物性に対する，力学的・化学的影響や，母岩の温度との関係に関する知見は，現在の

ところ見当たらない。 
 
＜参考文献＞ 
［1］ 核燃料サイクル開発機構（2000）：わ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 －地層処分研究第２次取りまとめ－ 分冊１ わが国の地質環境，JNC TN1400 

99-021． 

［2］ 地質調査所（1989）：日本の地熱調査における坑井データ その１ コア測定データ―物

性，地質層序，年代，化学組成―，地質調査所報告，第 271 号． 

［3］ 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU 廃棄物処分概

念検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＲＴ－０２：母岩の温度 

 
１．名称 

母岩の温度（RT-02） 

 
２．概要 

廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ２）は発熱量が比較的大きい。処分場の長期的な温度を規定する主要因は，これら廃棄体

からの発熱および周辺母岩の温度（地熱）である。処分場を構成する各部位や母岩に発生する温

度は，それぞれの部位が持つ熱物性と熱の主な供給源である廃棄体熱および周辺母岩の地熱の伝

達により変化する。処分場を構成する各部位や母岩に発生する温度により，体積変化が発生し，

さらに温度は力学特性・熱特性・水理特性などの諸物性に影響を与える可能性がある。また，発

生する温度が高くなると，材料として使用されるセメント系材料，ベントナイト系材料および母

岩自体が化学的に変質する可能性があり，核種移行を抑制するバリアとしての機能を低下させる

可能性がある。 
母岩の温度は，直接的には隣接するプラグ／グラウト／支保／埋め戻し材および母岩の熱的な

相互作用によって決定される。また，母岩は温度変化に伴い膨張・収縮変形を発生し，その変形

が拘束されると母岩には温度応力が発生する。母岩の膨張・収縮変形は隣接するプラグ／グラウ

ト／支保／埋め戻し材にも力学的な影響を与えると考えられる。 
 

３．安全性への影響機構 
処分場の閉鎖後，廃棄体の発熱により処分坑道周辺の母岩の温度が上昇すると，岩盤間隙中の

地下水に上向きの駆動力が発生して対流が生じる可能性がある。また，母岩の温度変化により，

熱影響による構成鉱物の変質や，母岩及び周辺の温度差による熱応力の発生や，水の粘性係数に

影響を及ぼし地下水流れに影響を与えることも考えられる。このような現象により，地下水流れ

が自然状態から変化し，処分場のニアフィールド水理場に影響を与える可能性がある。さらに，

母岩の温度変化は，母岩の力学特性，水理特性などに変化を与える可能性がある。母岩の力学特

性の変化は空洞安定性や人工バリアの力学的安定性に影響を与える。また，母岩の水理特性の変

化は核種移行遅延機能に影響を与えると考えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
母岩温度の初期状態として位置付けられる地温勾配について，わが国では日本全国をほぼ網羅

できる坑井データ 1979 件が収集され検討されている 3)。地温勾配のヒストグラムによると，2℃

/100m が全体の 7%，2～5℃/100m が 40%，5～10℃/100m が 30%，10℃/100m 以上が 23%であり，ピ

ーク値は 2～3℃/100m である。これは，火山および地熱地帯を除いたわが国の平均的な地温勾配

が 3℃/100m 程度という従来の知見 4,5)に整合している 6）。 

これより，熱伝導解析における初期状態の地温勾配は 3℃/100m と設定されている。また，地表

面での地温は 15℃と設定されている 7)。 
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温度上昇により岩盤が変質するかどうかは，これまでのところ考慮されておらず，温度上昇に

よる岩盤の変質については，今後その影響を検証する必要がある。 
また，熱による対流については，緩衝材から岩盤内へ核種が放出される以前に廃棄体の発熱が

顕著でなくなるため，地下水流動への影響は無視できると考えられている 1) 2）。 
 
4.2 経時変化予測 

母岩の温度の経時変化予測は，非定常熱伝導解析による。熱伝導解析は，廃棄体の埋設間隔や

埋設深度，緩衝材厚さの検討などを目的に実施されているほか，熱-水-応力の相互作用を考慮し

た連成モデルにより，緩衝材が飽和するまでの時間（再冠水時間）の評価を目的とした解析が実

施されている 6)。 

母岩の温度変化は廃棄体の発熱量や人工バリア材料及び母岩の熱物性に依存する。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

 該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
熱解析による母岩の温度変化の予測に関する不確実性は，廃棄体発熱量の不確実性，熱物性の

設定及びその時間的変化の不確実性に起因する。 

4.4.2 データに関する不確実性 
初期温度勾配として，これまで日本の平均値である 3℃/100m が用いられているが，初期温度は

サイト条件に依存するものであるため，サイトが決定されるまで不確実性を有するといえる。 

 

＜参考文献＞ 
［1］ Nagra (1994): Kristallin-I, Safety Assessment Report, Nagra Technical Report NTB 

93-22. 

［2］ 核燃料サイクル開発機構(2000)：わ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－ 分冊３ 地層処分システムの安全

評価，JNC TN1400 99-023． 

［3］ 矢野雄策，田中明子，高橋正明，大久保泰邦，笹田政克，梅田浩司，中司 昇 (1999)：

日本列島地温勾配図，地質調査所特殊地質図および同解説書． 

［4］ 大久保泰邦 (1993)：日本列島の温度勾配図，日本地熱学会誌，15-1，pp.1-21． 

［5］ 矢野雄策，大久保泰邦，渋谷明貫 (1994)：坑井データに基づく日本列島温度勾配分布図，

物理探査学会第 91 回（平成 6 年度）学術講演回講演論文集，pp.153-156． 

［6］ 核燃料サイクル開発機構 (2000)：わ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，地層処分研究第２次取りまとめ 分冊１ わが国の地質環境，JNC TN1400 

99-021． 

［7］ 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU 廃棄物処分概

念検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＲＴ－０３：母岩の熱膨張 

 
１．名称 

母岩の熱膨張（RT-03） 

 
２．概要 

 廃棄物の中には，発熱するものがあり，ハル・エンドピースの圧縮収納体からなる廃棄体（グ

ループ２）は発熱量が比較的大きい。処分場の長期的な温度を規定する主要因は，これら廃棄体

からの発熱および周辺母岩の温度（地熱）である。これらの熱が処分場を構成する各部位や母岩

に伝達されると，温度変化に応じて熱膨張を発生する。処分場閉鎖後は，各部位や母岩は隣接す

る部位によって少なからず拘束されている状態であるため，熱膨張による体積変化が拘束され，

応力が発生すると考えられる。したがって，熱膨張は処分場の応力状態を決める一つの要因であ

ると考えられる。 
 
３．安全性への影響機構 

 母岩の温度上昇により，母岩に熱膨張が発生する。その熱膨張量や熱応力は，発熱量と線膨張

係数（または熱膨張率），拘束状態に依存する。熱膨張が発生した場合，処分坑道閉鎖後，母岩は

ほぼ変形を拘束された状態にあるため，母岩には熱膨張応力（圧縮力）が生じる。これにより，

母岩の応力状態が変化し隣接する支保工や内部施設等の人工バリアの応力状態を変化させる可能

性がある。また，熱膨張による母岩の応力状態の変化は，母岩自身の力学特性および水理特性に

影響を与え，母岩の力学的安定性の低下やクリープの促進，または地下水流動等に影響を与える

ことが考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
線膨張係数は，結晶質岩では 1.0×10-5K-1 付近にピークを有する。データは少ないものの，先

新第三紀堆積岩では，1.0×10-5K-1付近にピークを有し，新第三紀堆積岩は範囲が広い 1)。 

第１次 TRU レポートでは，熱伝導解析で得られた温度分布（最大となる 15 年後）を用いて二次

元平面ひずみモデルにより熱応力解析が実施されている。結晶質岩ケースでは約 5mm，堆積岩ケ

ースでは 2mm 以下の変位であり，問題にならないと結論している。 

一方，カナダの AECL では，熱応力による処分孔の破壊や掘削影響領域の拡大について研究する

ため，HFT（Heated Failure Test，熱破壊試験）が実施された 2)。 

HFT は AECL の URL(Underground Research Laboratory)の地下 420m Level の位置で実施され，

地質は比較的均質な斑状の花崗岩あるいは花崗閃緑岩であった。試験位置には一連の直径 600mm，

深さ約４ｍの観察孔(HFT1～HFT5)を逐次掘削し，岩盤温度を 85℃に上昇させるために観察孔壁か

ら 1m 離れた４箇所に直径 32mm のボアホールを設けヒーターを設置した。初めに岩盤を掘削しそ

の後に熱を与えて岩盤を加熱する過程（ステージ 1）と，最初に岩盤を加熱しておき掘削を行う

過程（ステージ 2）を行った。ステージ 1 において，掘削の終了したボアホール周辺の岩盤温度

の増加は岩盤強度を低下させているのではく，単純にボアホール周辺の接線応力を増加させてい
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るものであること，ステージ 2 において損傷領域がボアホール底部にまで広がり，熱荷重が岩盤

強度を低下させ損傷の進行に影響を及ぼしていることなどが確認された。 
 
4.2 経時変化予測 

 熱膨張量は岩盤の熱物性，拘束状態，熱荷重(熱の作用の仕方)により変化する。したがって，

熱膨張量は，熱物性，拘束状態，熱荷重が掲示に経時変化する場合に変化する。発熱性がある廃

棄物を処分する場合は注意をする必要がある。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

 該当なし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

母岩の熱膨張の程度は温度と熱膨張係数に依存する。しかし，熱膨張係数は他の熱物性と同様

に岩種に依存するため，サイト条件の差，空間的不均一性，母岩条件の時間的変遷による不確実

性が存在すると考えられる。 
 
＜参考文献＞ 
［1］ 核燃料サイクル開発機構（2000）：わ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，地層処分研究第２次取りまとめ 分冊１ わが国の地質環境，JNC TN1400 

99-021． 

［2］ Read, R.S., et al. (1997)： Analysis and Interpretation of AECL’s Heated Failure 

Tests. 
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ＲＨ－０１：母岩の水理特性 

 
１．名称 
母岩の水理特性（RH-01） 

 
２．概要 
母岩の水理特性は，母岩の透水係数，動水勾配，掘削影響領域の幅，透水係数が該当する。母

岩の透水係数，動水勾配には，岩盤マトリクス部の間隙や断層や割れ目等の透水に寄与する地質

学的特徴の存在が関連する。母岩の水理特性は，ダルシー則に基づき母岩中の地下水流速および

地下水流量を変化させ，母岩中の地下水流動に影響する。 
 

３．安全性への影響機構 
母岩の透水係数は，母岩中のマトリクス部の間隙や断層，割れ目等の連続する空隙と関連があ

り，それらの空隙構造は母岩の種類，性状により異なっている。母岩の透水係数はダルシー則に

よれば地下水流速と比例関係にある。 
母岩はその力学的な強度や性状から結晶質岩と堆積岩に分類することが可能である。結晶質岩

は，火成活動により生じた岩盤が含まれ，割れ目が発達しやすい特徴がある。また堆積岩は海洋，

河川，湖沼における堆積物が物理的，化学的，生物学的な作用を受けて固結して岩石に変化した

（続成作用）結果生じた岩盤である。堆積岩は固結度の高い岩盤と低い岩盤に分類でき，前者は

比較的強度が高く緻密で割れ目が発達しやすいのに対し，後者は比較的強度が低く多孔質であり，

結晶質岩に比べれば割れ目が発達しにくい特徴がある。 
ただし両者に明確な区別はなく土木工学の分野で用いられる硬岩（主に古第三紀以前の岩盤）

と軟岩（主に新第三紀以新の岩盤）の分類が目安となる。 
母岩には，断層や割れ目等の透水に寄与する地質学的特徴が存在し，それらは高透水性を有す

るものも多く選択的な水みちとなり得る。それらは母岩のマスの透水係数を増加させ，地下水流

速を増加させる。しかしながら，断層や割れ目等の特性については，サイトが受けた造構運動の

影響を受けており，それぞれ異なった分布特性をもつと考えられる。 
また母岩に坑道を掘削した場合，坑道壁面付近の母岩は掘削により乱されることによって透水

係数が増加する可能性がある。それらは掘削方法や処分施設周辺の応力状態に強く依存している

が，一般的には透水係数が増加すると考えられている。周辺岩盤より透水係数が大きい掘削影響

領域は，処分施設内への地下水流入量を減少させる可能性があるものの，掘削影響領域内の速い

地下水流速により施設下流部での核種フラックスを増加させる可能性がある。 
また母岩中の地下水流速はダルシー則によれば岩盤の透水係数と比例関係にあるとともに動水

勾配とも比例関係にあるので動水勾配の増加は地下水流速の増加に結びつく。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 岩盤の透水係数 

岩盤の透水係数に関しては原位置及び室内試験によって過去より多数の試験が実施されてきて
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おり，深部における低透水性岩盤においても測定技術の改良により透水係数の測定が可能となっ

ている。 

国内の岩盤の透水係数を広く扱った H12 レポート1)では，30 種類の公開文献を対象とした調査

及び東濃地域，釜石鉱山の原位置試験データを対象としている。そのデータによれば地下深部の

岩盤の透水係数は 10-12～10-6m/s のオーダの幅で分布し，その分布の幅の中でも 10-10～10-8m/s の

オーダに分布が集中している。 

また H12 レポートでは，岩種を結晶質岩と堆積岩の２種類に区分し，更にそれらを下記の合計

6 種類に区分している。 

 
・ 結晶質岩「酸性岩」（火成岩・変成岩） 

・ 結晶質岩「塩基性岩」（火成岩・変成岩） 

・ 先新第三紀堆積岩（砂質岩） 

・ 先新第三紀堆積岩（泥質・凝灰質岩） 

・ 新第三紀堆積岩（砂質岩） 

・ 新第三紀堆積岩（泥質・凝灰岩） 

 

上記の６種類に分類した岩盤に対しては，東濃地域，釜石鉱山のデータからは，花崗岩類で

10-8m/s，砂岩で 10-8m/s，泥岩で 10-10m/s，凝灰岩で 10-9m/s のオーダを中心に分布していること

を報告している。第 1次 TRU レポート2)においても同様の事項が報告されている（図 1）。 

岩盤の透水係数の深度依存性に関しては H12 レポート 1)では，1517 件の文献値，東濃地域，釜

石鉱山のデータをもとに花崗岩地域を対象とした透水係数の深度分布を示している。その結果に

よれば，地表付近で透水係数は比較的大きな値を示すものの深度に対する透水係数の明瞭な相関

は認められていない（図 2）。また東濃鉱山や釜石鉱山での測定結果では，明瞭な岩盤の透水係数

の深度依存性は確認されていない 1)。ただし花崗岩地域においても，サイトによっては岩盤の透

水係数の深度依存性が認められる例もある。例えばスウェーデンの KBS-3 プロジェクトで取得さ

れた Kamlunge 地域でのボーリングデータでは深度 700m 程度までの岩盤の透水係数データを示し

ており深度 500m 程度まで透水係数の低下が確認されている3)。このため岩盤の透水係数の深度依

存性はサイトにより異なると考えられる（図 3）。 

 

 R 母岩-8 



 

 

図 1 東濃地域，釜石鉱山の原位置試験と文献調査結果による透水係数の頻度分布 

 

図 2 花崗岩地域を対象とした深度と透水係数の関係 
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図 3 スウェーデン Kamlunge 地域で取得された深度と透水係数の関係 

 
4.1.2 掘削影響領域の幅と透水性 

掘削影響領域は，処分坑道の掘削方法によって異なり，母岩の特性や処分坑道周辺の応力状態

により大きく影響する。H12 レポート 1)では，主に結晶質岩における掘削影響領域について記載

しており，記載される実測データを表 1 に示す。 

機械式及びトンネルボーリングマシン（TBM）使用時のデータでは，例えばカナダの地下研究所

（URL）の結果に見られる様に掘削影響領域の幅が数 cm 程度であるにも係らず，掘削に伴う応力

解放によって新たな割れ目が生じ，このため透水性が 6～7桁増加した例がある。しかし，応力解

放に伴う新たな割れ目の発生に起因する場合を除くと機械掘削による掘削影響領域の幅は数 cm

から 0.5m 以下，透水性の増加は１桁程度に収まっており，レファレンスケースでは，掘削影響領

域の幅として 0.5m，透水係数については健全な岩盤に対して 1 桁の増加が設定されている。 

発破式掘削の場合，使用する火薬量によって掘削影響領域の幅と透水性の増加割合が異なる場

合がある。表 1 をもとに発破式掘削の場合掘削影響領域の幅は 1m 程度，透水性の増加は平均的

に 2 桁程度と記載されている。 
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表 1 掘削影響領域の実測データ一覧 

サイト 岩種／坑道径 方法 幅 透水性増加 

スウェーデン HRL 閃緑岩／5m 
TBM 

発破 

0.03m 

側壁 0.3m 

底盤 0.8m 

（測定値なし） 

2 桁（底盤 0.5m） 

スウェーデン 

ストリパ鉱山 
花崗岩／5m 発破 0.8m 以下 

スキン効果によ

り低下 

カナダ URL 花崗岩類／3.5m 
機械 

発破 

0.01m 程度 

0.3m 以下 

6～7 桁 

1～2 桁 

アメリカ Edgar 鉱山 
花崗片麻岩 

／5m×3m 
発破 0.5～1m （測定値なし） 

スイスグリムゼル 花崗閃緑岩／3.5m TBM 1m １桁 

日本各地トンネル 硬岩／5m 
機械 

発破 

0.5m 以下 

1m 
（測定値なし） 

日本釜石鉱山 
花崗閃緑岩 

／3～3.5m 
発破 1～2m 2～3 桁 

 

 

4.1.3 断層，割れ目等の透水に寄与する地質学的特徴 

 (1) 形状 

H12 レポート 3)によれば，均質等方弾性媒体中に発生するせん断割れ目は円盤形状を呈す

ることが知られているものの，不均質な岩盤内における割れ目の形状を原位置で測定した例

はない。 

(2) 方向 

H12 レポート 3)では，主に花崗岩地域に対しての記載がある。亀裂の方向は同じサイト内

であっても応力場や既存の割れ目の方向が異なるため局所的なスケールではばらつきが生じ

る。しかし巨視的なスケールにおいては，割れ目の卓越方向と断層やリニアメントの卓越方

向に良い相関が見られることがある。また深度が深くなるに従い，方向の規則性が明瞭にな

ることもある。結晶質岩ではその方向性が高くなり，水平方向と垂直方向に互いに直交する

割れ目群が卓越するが，地下深部では地表付近の応力解放による水平方向の卓越性が失われ，

垂直方向の割れ目群が卓越する。 

花崗岩以外の岩種については日本国内の合計 21 地点の鉱山，地表露頭での亀裂調査結果で

は顕著な方向性は認められていない4)。 

(3) 頻度 

H12 レポート 3)では，花崗岩地域について以下の様に記載している。200m スケールで透水

に寄与する様な連続性の高い割れ目の頻度に着目した場合，菊間石油備蓄基地で観察された

割れ目頻度の平均値では 0.25～0.5 本/m に分布している。釜石鉱山のボーリング孔の開口割

れ目の頻度は約 1 本/m であるが，連続性の低い割れ目を観察している可能性があり，200m
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スケールで透水に寄与する様な連続性の高い割れ目の頻度は0.25～0.5本/m程度と考えられ

る。釜石鉱山で観察された比較的透水性の高い赤色変質を伴う割れ目の頻度は約 0.3 本/m で

あり，0.25～0.5 本/m とほぼ一致しており，結晶質岩中の一般的な透水割れ目の頻度がこの

程度であることを示唆している。 

花崗岩以外の岩種については，湧水する割れ目に関する調査事例が少ない。ただし割れ目

一般の性状としては日本国内の合計 21 地点の鉱山，地表露頭において調査した結果がある。

その結果では同じ岩種でも地域によってばらつきがあるものの結晶質岩と先第三紀以前の堆

積岩では比較的頻度が大きく，新第三紀堆積岩では結晶質岩と比較すると頻度が小さいこと

が示されている 4)。 

(4) 空間分布 

H12 レポート 3)では，以下の様に記載されている。一般にせん断破壊により生じた比較的

規模が大きな割れ目の周囲には，小規模な分岐，派生した割れ目が密集し，透水性の高い水

みちが形成される。また 14 サイトを対象とした 2 次元割れ目マップの解析や釜石鉱山のボー

リング孔内の割れ目分布からは空間的なフラクタル性があることが示されている。また釜石

鉱山のボーリング孔間の水理応答や間隙水圧分布からは，互いに水理学的な連結性に乏しい

数十メートル規模のコンパートメント構造が存在することがわかっている。 

(5) 半径分布 

岩盤内の平面的な広がりを評価した例はなく，既往の研究では露頭や空洞壁面での割れ目

のトレース長により評価されてきた。割れ目のトレース長分布には，対数正規分布や負の指

数分布が多く用いられるが，対数正規分布は平均値や標準偏差などの統計量に依存するため

観察したスケールとモデル化するスケールの差が大きくなる程，指数分布やべき乗分布と比

較して大きな割れ目の推定精度が小さくなる。 

H12 レポート 3)では，花崗岩地域の大小様々なスケールで割れ目のトレース長を測定した

結果ではべき乗分布を示しており，また菊間石油備蓄基地の岩盤タンクで測定されたトレー

ス長ではトレース長が数ｍ～十数ｍにしか分布していないのに対し，サイト内には数百メー

トル規模の断層が比較的多く存在していることが確認されている。 

また花崗岩以外の岩種を含めた日本国内の合計 21 地点の鉱山，露頭を調査した結果におい

ても，割れ目のトレース長分布がフラクタル性をもつ結果が示されている 4)。 

(6) 透水性 

H12 レポート 3)では，以下の様に記載されている。 

断層破砕帯の透水性は断層粘土の有無により大きく変化し，例えば断層粘土を有する断層

の透水性は 10-8～10-5m/s のオーダ，断層角礫が主に充填された断層では 10-6～10-3m/s のオー

ダの透水性を有する。また東濃鉱山における研究では，断層粘土を有する断層が水理学的に

遮水帯の役割を果たしている事例も報告されている。 

単一割れ目の透水量係数については，室内試験と原位置試験での測定事例がある。室内試

験については，多田ほか5)や渡辺，星野6)の測定では 10-10～10-7m2/s，スウェーデンの Stripa

鉱山での室内試験では 10-10～10-6m2/s が報告されている。また原位置とレーサー試験につい

ては，Stripa 鉱山では 10-9m2/s 程度，釜石鉱山では 1.07×10-7m2/s の値が報告されている。 

割れ目の透水量係数の分布は，単一割れ目の透水量係数を集合したものである。各国の原
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位置試験場を対象とした地下水流動解析モデルでは，対数正規分布を割れ目の透水量係数の

分布関数に適用している例が多い。わが国の釜石鉱山では，6 本のボーリング孔で実施した

パッカー式透水試験の結果からは割れ目の透水量係数の分布関数を求めており，対数平均値

-8.99，対数標準偏差 1.07 の対数正規分布が得られている。H12 レポートでは釜石鉱山の透

水量係数分布をもとに，割れ目の透水量係数の深度依存性として 1 オーダの透水量係数の低

下を考慮して，対数平均値-9.99，対数標準偏差 1.07 の対数正規分布を設定している。 

(7) 開口幅分布 

割れ目の透水量係数と開口幅には，相関があることが一般的に知られており，平行平板割

れ目に対しては三乗則が成り立つ7)。Witherspoon ら8)は，三乗則を天然の割れ目に適用する

ために，三乗則に抵抗係数を加え透水量係数を減ずる修正三乗則を提案している。この修正

三乗則の抵抗係数は，割れ目表面に凹凸がある場合の三乗則の適用性を研究した Lomiz9)，

Louis10)の研究事例に基づいている。 

またトレーサー試験により求められる物質移行に関わる開口幅は，透水試験より求められ

る水理学的開口幅とは異なることが知られている（例えば Tsang11））。Äspö地下研究所12)，お

よび釜石鉱山13)で実施されたトレーサー試験では，次式の経験式が適用されており，経験式

の係数 c には両者とも 0.5 が適用されている。 

 

Tcb =2  

 ここで，2b；物質移行に関わる開口幅(m)，T：割れ目の透水量係数(m2/s) 

  c：係数(-) 

 

4.1.4 動水勾配 

動水勾配は，地下水の流動方向に沿った上流側と下流側の 2 点間の全水頭差で表される。しか

しTRU廃棄物の処分で検討される500m～1,000mといった地下深部における動水勾配の実測例はほ

とんど存在しない。 

H12 レポート 1)では，文献，資料に記載される深部ボーリングの地下水位の結果や建設省地下

水年表，地質調査所報告第 273 号の資料をもとに，2 孔間の地下水位の差から動水勾配を計算し，

それらを地形別に集計している。その結果は，以下の通りである。 

 

・ 低地（データ数 234） 最大値 0.067，最小値 0.000，平均値 0.008 

・ 台地（データ数 71）  最大値 0.100，最小値 0.001，平均値 0.016 

・ 丘陵地（データ数 27） 最大値 0.138，最小値 0.003，平均値 0.035 

・ 山地（データ数 23）  最大値 0.231，最小値 0.005，平均値 0.061 

 

また動水勾配は一般的に深度が深くなるに従い小さくなる傾向があり，東濃鉱山の2本の1000m

ボーリングでの間隙水圧の測定結果から求めた動水勾配の結果によれば，孔口周辺の動水勾配が

0.05 強と地形勾配に等しい値を示すのに対し，深度 600m 以深では 0.02 強と小さな値を示すこと

が確認されている 1)。 
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4.2 経時変化予測 

母岩の水理特性は，母岩のマトリクス中の間隙や断層，割れ目等の連続する空隙が関連してお

り，それらは広域的な造構運動や応力場の変化によって変化する可能性がある。また地下水と岩

盤との反応により，母岩中の空隙構造が変化することにより影響を受ける可能性がある。しかし

広域的な造構運動や応力場の変化，地下水との反応が生じる領域を特定することは困難である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

本件に関してナチュラルアナログは存在しないと考えられる。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 岩盤の透水係数の深度依存性 
・ 掘削影響領域の透水係数の増加 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 岩盤の透水係数を文献値より設定する場合，対象地域もしくは地点が周辺岩盤に対して

透水性が高い可能性がある。 
・ 断層や割れ目の位置，方向，規模，形状，または岩盤マトリクス部の間隙率の不均質性，

不連続性に関する事項。モデル化する場合には，亀裂ネットワークモデルでは確率論的

に亀裂を発生させ，また多孔質媒体モデルではグリット内の材料は均質な材料として取

扱っている。 
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ＲＨ－０２：母岩の飽和 

 
１．名称 
母岩の飽和（RH-02） 

 
２．概要 
当該 FEP は，処分坑道掘削時の地下水の流入，蒸発に伴う不飽和領域の形成と処分施設周辺の

地下水流動を対象とする。処分坑道の掘削により施設周辺の母岩から処分坑道内へ地下水が流入

し，処分坑道から取り込む大気により処分施設周辺の母岩中には不飽和領域が形成される。処分

施設周辺の不飽和領域の形成は，処分施設周辺の地下水流動や母岩中での熱伝導率を変化させる

ため，母岩での移流・分散，熱特性，温度に対して影響する。また処分施設周辺での不飽和領域

の形成は，処分施設周辺の応力の再配分による応力場の変化する可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構 

処分坑道の掘削時には，坑道内への地下水の流入や坑道壁面からの地下水の蒸発により処分坑

道周辺の母岩中に不飽和領域が形成される可能性がある。この不飽和領域は還元性の地下水を酸

化性地下水に変化させる可能性がある。また地下水流動の観点からは，処分坑道周辺の母岩の水

理特性（透水係数，サクション圧）が飽和度の変化とともに変化する。不飽和領域の透水係数は

飽和透水係数に比べ小さいため，処分施設周辺の地下水流動が変化する可能性があり，処分施設

から漏洩した核種の移流・分散に影響する可能性がある。また母岩中での熱伝導性に影響する可

能性があり，母岩中での熱特性，温度に影響する可能性がある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
坑道周辺の岩盤中での不飽和領域の形成に関する原位置試験では，主に花崗岩地域を対象とし

た不飽和領域の測定手法（TDR(Time Domain Reflectometry)法）の研究事例がある。スイスのグ

リムゼル試験場では，地下 400m の VE 坑道において TDR 法および熱電対乾湿計を使用した試験が

実施され，坑道壁面から 1.7m 深までに不飽和帯の形成が確認されている1)。スウェーデンの SR972)

では，ガス移行による影響を合わせて処分坑道周辺の処分坑道周辺の母岩中での影響を述べてお

り，数本のトンネル坑道における観察では坑道が大気解放されていた場合，坑道壁面に近い母岩

の透水係数の低下が確認されたとの記載がある。また国内の釜石鉱山では，250m 坑道より掘削さ

れた 3 本の試錘孔を用いて坑道周辺の岩盤中の間隙水圧が測定された。その結果によれば，3 本

のうち 2本の試錘孔において坑道壁面近くの間隙水圧が0となっていることが確認されている3)。

また釜石鉱山の 250m 坑道では，坑道壁面からの湧水と坑道壁面より掘削された３本の試錘孔（間

隙水圧測定孔とは異なる）より坑道壁面からの深度 2m，20m，300m の地点からの湧水について地

下水中の溶存酸素濃度が測定されている。溶存酸素濃度の測定結果は坑道壁面からの湧水で 6.5

～9.5ppm，坑道壁面から 2m 深で 0.3ppm，20m 深，300m 深では 0ppm であったことから坑道壁面か

ら 2m 深までは大気中の酸素の影響があると考えている 3)。花崗岩地域以外では，東濃鉱山の第 2

立坑第１計測坑道側壁（岩種：砂岩）で TDR 法を用いた試験が実施されているが，不飽和領域は
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確認されていない4)。この様に，坑道周辺の岩盤中での不飽和領域の形成に関しては，坑道壁面

より数 m 程度の不飽和領域の確認事例があるが，不飽和領域が確認された事例はいずれも透水係

数が小さい花崗岩地域であり，透水係数が比較的大きな地域での確認事例は見当たらない。 

室内試験では母岩をガラスビーズとして取扱い，処分坑道周辺に発生する不飽和領域の時間的

変化を再現する試験が試みられており，現在においても試験が継続されている5)。 

坑道周辺の岩盤中での不飽和領域のモデル化に関しては，飽和－不飽和解析が用いられること

が多い。東濃鉱山での解析例 4)では，不飽和領域の形成を岩盤中への涵養量と坑道壁面からの蒸

発量の大小関係であることを前提とした予備解析を実施している。飽和－不飽和解析以外に気液

２相流モデルなどの適応も考えられるが坑道周辺の不飽和領域の形成に対する実施例は見当たら

ない。 

TRU 廃棄物の処分分野では処分坑道の再冠水時間について評価がされているが，不飽和領域に

おける岩盤の透水係数は飽和時に比べて一般的に低下するため，処分施設の核種閉じ込め性に有

利に働くことから安全評価では岩盤中は飽和しているものとして取扱われている6)。 

 
4.2 経時変化予測 

処分坑道の掘削時においては，処分坑道周辺の母岩中にある期間不飽和領域が形成される可能

性がある。また処分施設閉鎖後，処分施設は周辺母岩から地下水が浸入し再冠水する。処分坑道

の再冠水時には，処分坑道周辺の母岩中の地下水流動が変化する可能性があるが，処分坑道の再

冠水後においては序々に定常状態に近づいていく。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
以下の不確実性が考えられる。 
・ 不飽和領域のモデル化手法 

（飽和－不飽和解析の他に気液二相モデルの様な表現方法もあるが，どのモデルが適して

いるかについては不確実である。） 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 母岩中の不飽和領域が存在する期間 

 
＜参考文献＞

 
[1] Gimmi,T., Schneebeli,M., Flühler,H., Wydler.H., and Bear,T. (1997): Field-scale 

water transport in unsaturated crystalline rock, WATER RESOURCES RESEARCH, Vol.33, 

No.4, pp.589-598. 

[2] SKB (1999):SR 97-Processes in the repository evolution. Background report to SR 97, 

 R 母岩-17 



 

 
SKB TR-99-07. 

[3] 核燃料サイクル開発機構 (1999)：釜石原位置試験総括報告書，JNC TN7410 99-001． 

[4] 櫟原昇，今井久，雨宮清，西田薫，林為人，榊俊博(1999)：不飽和領域の解析手法及び原

位置計測手法の研究，サイクル機構技報，No.4，pp.111-119． 

[5] 菊池広人，杉田裕，千々松正和，鈴木英明，小松満，西垣誠(2002)：多孔質媒体不飽和水

理試験設備（CLUE）試験結果及び解析評価，サイクル機構技術資料，N8400 2002-004. 

[6] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01．  

 

 R 母岩-18 



 

ＲＨ－０３：母岩での地下水流動 

 
１．名称 
母岩での地下水流動（RH-03） 

 
２．概要 
母岩での地下水流動は，断層，割れ目などの地質学的特徴の間隙や母岩のマトリクス部の間隙

で起きる。母岩での地下水流動は，地下水中の溶質や核種の移行方向および移行速度を変化させ

る可能性がある。このため，母岩での溶質移動（人工バリア性能に影響する溶存イオン種，処分

施設内から浸出するセメント鉱物起源のセメント成分を含む高 pH 地下水の移動を含む）や核種の

移流・分散現象に影響する。またガス移行に関しても液相の移動の観点から影響する可能性があ

る。更に母岩での地下水流動は，処分施設内へ浸入する地下水流量を変化させ，処分施設内での

地下水流動に影響する可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構 
母岩での地下水流動は母岩のマトリクス部の間隙や断層，割れ目等の間隙内で生じる。その駆

動力としては 2 点間のポテンシャル差である動水勾配，地下水の密度差，温度差がある。しかし

動水勾配による地下水流動が一般的に見られる現象であるのに対し，密度差，温度差による地下

水流動は沿岸地域などの流体の密度差が大きい地域や地熱地帯の様な地温勾配がある値を超える

地域に見られる現象である（RC-02「母岩の溶質移動」参照）。 

地下水流動の場となる母岩は，断層や割れ目が支配的な移行経路となる亀裂性媒体と岩盤中の

マトリクス部が移行経路となる多孔質媒体に分類されるが，断層や割れ目とマトリクス部の両方

が支配的な移行経路となる岩盤も存在する。亀裂性媒体には結晶質岩と固結度が高い堆積岩，多

孔質媒体には固結度が低い堆積岩が目安となると考えられるが，地質学的な岩盤分類とは明確に

は対応していない。 

亀裂性媒体では，地下水の流動方向が断層や割れ目等の地質学的特徴の方向に制約を受ける。

断層や割れ目は高透水性を有する場合が多いため，規模が大きな断層や割れ目は核種の移行時間

を短くする可能性がある。一方多孔質媒体では，母岩の水理特性の異方性によって地下水流向が

制約を受けることがあるが，亀裂性媒体ほど顕著ではない。また多孔質媒体であっても微視的な

スケールにおいては透水係数の不均質性が存在し，透水係数が大きな部分が連続して集合した場

合にはチャンネリングを生じ選択的な水みちとなる可能性がある。 

母岩での地下水流動が変化した場合，母岩中での地下水流速が変化するとともに母岩中での移

行経路も変化させる。地下水流動に従い移行する処分施設から放出されたガスや核種はその移行

方向，移行速度が変化する。また地下水流速の変化は，分散係数を変化させることにより地下水

中に溶存する溶質や放射性核種の分散の度合いを変化させる。 

また坑道周辺の母岩中には，坑道掘削時の応力解放等により新たな割れ目の発生や既存の割れ

目が開口することにより擾乱を受ける可能性がある。掘削影響領域は未擾乱の母岩部に比べて一

般的に透水係数が増加し，この様な掘削影響領域の存在は処分施設から漏洩した核種の選択的な

移行経路となる可能性がある。 
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更に処分施設内のセメント系材料から溶出したアルカリ成分により高 pH となった地下水が処

分施設内より放出される。この高 pH となった地下水は，地下水流動により広がり，母岩との反応

により母岩を変質させ，母岩の透水係数，拡散係数，収着現象を変化させる可能性がある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動のモデル研究 

母岩での地下水流動のモデル化は，対象とする岩盤の性状によって大別して亀裂ネットワーク

モデル，多孔質媒体モデルが用いられ，それぞれに対して実岩盤への適応性が研究されている。 

亀裂ネットワークモデルは，2 もしくは 3 次元空間内に円形，正方形，長方形等の形状をした

割れ目を確率論的，もしくは決定論的に発生させ，それを有限要素法などの手法を用いて解くこ

とにより主に亀裂性媒体中の地下水流動を模擬するモデルである。亀裂ネットワークモデルの適

用性については，海外ではスウェーデンのストリパ鉱山1)やフランスの Fanay-Angères 鉱山にお

けるトレーサ試験解析2)3)において適用性が示されている。また国内では釜石鉱山における原位置

試験4)において適用性が示されている。H12 レポート5)では，釜石鉱山などの実測値に基づく亀裂

特性の統計量を用い，亀裂ネットワークモデルによりモデル全体の巨視的な透水係数を求めてい

る。50 回のリアライゼーションによりモデル全体を通過する地下水流量より求めた巨視的な透水

係数は 2×10-10m/s との結果が得られている。 

多孔質媒体モデルは，１～３次元空間をある間隔や形状を持ったグリットに離散化し，それぞ

れのグリットに対して透水係数等の水理特性を与え有限差分法や有限要素法によって解くことに

よって主に多孔質媒体中の地下水流動を模擬するモデルである。多孔質媒体モデルでは，グリッ

ト別に異なった水理特性を設定することによって透水係数の不均質性を模擬する場合もある。多

孔質媒体モデルは一般的に広く用いられている。海外では例えば不均質な透水係数場の解析が可

能な SKB の HYDROSTAR コードが国際プロジェクト HYDROCOIN で適用されている6)。また我が国で

は例えば東濃鉱山周辺の地下水流動場の解析において適用されている7)8)。 

また亀裂性媒体と多孔質媒体の両方の特性をもつ岩盤中の地下水流動を模擬する方法として多

孔質媒体モデルに割れ目を確率論的，もしくは決定論的にモデル化するハイブリットモデル9)が

提案されている。これらのモデルは，より実現象を模擬するために現在においてもコードの改良

が行われている。 

 
4.1.2 掘削影響領域での地下水流量 

掘削影響領域は一般的に周辺岩盤よりも透水係数が大きいため，周辺岩盤中よりも大きな地下

水流速になる。第 1次 TRU レポート 10)では処分坑道単位長さあたりの掘削影響領域における地下

水流量が求められており，岩種および緩衝材の存在により 5.31E-3～1.40E-2m3/y/m の範囲の結果

が得られている。掘削影響領域は一般的に周辺岩盤よりも透水係数が大きいため，掘削影響領域

の地下水流速は周辺岩盤よりも大きくなる。しかし，逆に掘削影響領域と岩盤との透水係数の差

が大きくなるほど，掘削影響領域中の動水勾配は 0 に近づくため，掘削影響領域と岩盤との透水

係数の差が十分大きな場合には，それ以上透水係数の差が大きくなっても掘削影響領域中の地下

水流量は増加しなくなる。円筒座標系の解析解を用いた解析によれば，掘削影響領域と岩盤との
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透水係数の差が 2 オーダ以上の場合には，掘削影響領域の地下水流量の変化が小さくなることが

確認されている。 

 
4.1.3 高 pH プルームの広がり 

高 pH プルームの広がりについて二次元有限差分コード ARASE(™)を使用し，表 1 の条件で解析を

行った結果では，結晶質岩では pH が 10.5 に近い領域が広範囲に広がる結果を得ている（図 1）

10)。 

 

表 1 ARASE(™)での解析に使用したパラメータ及び物性値 

パラメータ 単 位 結晶質岩 堆積岩 

処分施設名称  廃棄体グループ３ 

処分施設形状  馬蹄形 円 形 

 

人工バリア 

 処分施設寸法 m 15Ｗ×15.8 11.2φ 

透水係数 m/s 1.0×10-9 

間隙率  0.02 0.20 

真密度 g/cm3 2.70 2.50 

 

天然バリア 

 
動水勾配 m/m 0.01 

 

 

図 1 透水係数 10-9m/s の時の高 pH プルームの広がりについての解析結果 

 
4.2 経時変化予測 

処分坑道の閉鎖後，処分施設は周辺母岩からの地下水の浸入を受け処分施設内の各部材が再冠

水する。処分施設周辺の母岩中では不飽和領域が形成される可能性がある。また処分施設の再冠

水時間については TRU１次レポート10)では最大 300 年という記載がある。処分坑道の再冠水後で
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は母岩中の地下水流動は緩やかに定常状態に近づくと考えられる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 概念的な不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 低動水勾配時の非ダルシー流体域における地下水流動 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 岩盤の透水係数や圧力水頭といったデータの精度（解像度）は，原位置で掘削可能なボー

リング数に依存する。 
・ 断層や割れ目の位置，方向，規模，形状，または岩盤マトリクス部の間隙率の不均質性，

不連続性に関する事項。モデル化する場合には，亀裂ネットワークモデルでは確率論的に

亀裂を発生させ，また多孔質媒体モデルではグリット内の材料は均質な材料として取扱っ

ている。 
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ＲＭ－０１：母岩の力学特性 

 
１．名称 

母岩の力学特性（RM-01） 

 
２．概要 

母岩は，人工バリアを外部からの物理的・化学的影響から保護し，廃棄体からの核種移行の遅

延やコロイド移行の抑制などの物理的・化学的特性を発揮することが期待されている。 
母岩の力学特性としては，空洞の力学的安定性等の解析において必要となる静的特性（弾性係

数，ポアソン比，せん断強度，内部摩擦角，一軸圧縮強度，引張強度など），母岩としての亀裂の

発達程度を考慮するための弾性波速度，地質環境条件（初期地圧状態）を規定する側圧係数，耐

震安定性解析で必要となる動的特性，クリープ特性などが挙げられる。これらは，岩種（造岩鉱

物），亀裂特性，空隙構造，温度などに依存する。 
 
３．安全性への影響機構 

母岩に処分坑道を掘削すると母岩の初期地圧が解放され，応力の再分配が行われるとともに母

岩に変形が生じる。また，長期的には地圧が作用し続けることによってクリープ変形が生じる可

能性がある。これらの応力や変形の大きさは，母岩の力学特性によって決定される。母岩の強度

が低い場合，変形が増大し空洞の安定性の低下や長期的なクリープ変形が大きくなる可能性があ

る。また，母岩に亀裂が生じると母岩の力学特性やに影響を与えるほか，亀裂部は岩盤のマトリ

クス部分と比べて透水性が高いため，顕著な核種移行経路となる可能性がある。 
処分坑道掘削時には岩盤に掘削影響領域が生じる。掘削影響領域の範囲や強度は母岩の力学特

性によって異なるが，掘削影響領域は健全域の岩盤と比較して強度の低下や透水性の増大など，

処分場の安全性を低下する要因となる。 

人工バリア構築時には，母岩の力学特性は母岩自身の応力・変形に影響を与えるとともに，隣

接する支保工（覆工を含む）や緩衝材の応力・変形にも影響を与える。岩盤の強度が低い場合，

支保工に作用する荷重が増大し，支保工の変形やひび割れの発生を引き起こす可能性がある。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 静的特性 
H12レポート 1)において，文献調査により既存の測定データが統計的に取りまとめられている。

データは結晶質岩（酸性岩），結晶質岩（塩基性岩），新第三紀堆積岩（砂質岩），新第三紀堆積岩

（泥質岩，凝灰質岩），先新第三紀堆積岩（砂質岩），先新第三紀堆積岩（泥質岩，凝灰質岩）の

６種類に分類して整理されている。 

岩石は一軸圧縮強度によって 10～20MPa 以下の軟岩とそれ以上の硬岩に分類される。結晶質岩

と先新第三紀堆積岩は硬岩に分類され，新第三紀堆積岩は軟岩が多いものの硬岩に分類されるも

のまで幅広く分布する。弾性係数は，その頻度分布図をみるといずれの岩種においても最小値に

ピークがあり，結晶質岩と先新第三紀堆積岩では 100GPa まで，新第三紀堆積岩では 20GPa までの
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データがほとんどである。ポアソン比は，頻度分布図からほとんどの岩種で 0.2～0.3 にピークが

ある。引張強度は，結晶質岩では 10MPa 付近に，新第三紀堆積岩（泥質岩，凝灰質岩）では 2MPa

以下にピークがあるが，その他の岩種では明瞭なピークが認められない。せん断強度（粘着力）

は，結晶質岩では 40MPa まで，新第三紀堆積岩では 10MPa までのデータがほとんどを占める。内

部摩擦角は，ほとんどの岩種で 10～50°の範囲にあり，結晶質岩と先新第三紀堆積岩では大きめ，

新第三紀堆積岩では小さめの値を示す傾向がある 1)。 

岩盤の力学特性は一軸圧縮強度との相関で論じられることが多い。谷口ら 2)は岩石データベー

スにおいて一軸圧縮強度との相関関係を用いて岩石（コア）としての静的力学物性の設定を行い，

その上で割れ目等の影響を考慮するために岩盤良好度を乗じて母岩としての物性を設定すること

によって，我が国を代表する母岩の設計用力学特性データセットを示した。表 1 に示す設計用デ

ータセットは H12 レポート 3)や第１次 TRU レポート 4)における評価に用いられている。 

 

表 1 岩盤の基本的な力学物性値 2) 

対象岩盤 結晶質岩 堆積岩 

物性区分 HR SR-A SR-B SR-C SR-D SR-E 

単 位 体 積 重 量

�  (Mg/m3) 

2.67 2.45 2.35 2.20 1.95 1.70 

一軸圧縮強度 qu (MPa) 115 25 20 15 10 5 

弾性係数 E (MPa) 37000 5000 4000 3500 2500 1500 

ポアソン比ν 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

粘着力 c（MPa） 15.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 

内部摩擦角φ（deg） 45 30 29 28 27 25 

引張強度σt（MPa） 8.0 3.5 2.8 2.1 1.4 0.7 

 

 

4.1.2 側圧係数 

H12 レポート 1)3)では深度と側圧係数の関係を，岩石・岩盤データベースにおいて初期鉛直応力

と初期水平応力がそろっているデータを整理し下式のように設定している。側圧係数は深度とと

もに小さくなり，地下深部では 1よりも小さくなる傾向が認められる。 

74.0/1640 += hK  

ここに，h：深度(m)である。 

 

4.1.3 動的特性 

谷口ら 2)は，まず岩石・岩盤特性データベースにおける岩盤の弾性波速度について，下式のよ

うに深度との関係で定式化した(表 2)。 
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表 2 岩盤の弾性波速度 

対象岩盤 硬岩系岩盤 

（HR） 

軟岩系岩盤 

（SR-C） 

弾性波速度

(km/s) 
)}00792.0exp(1{9.21.2 hvp γ−−+=  

)}00788.0exp(1{4.22.0 hvs γ−−+=  

)}00057.0exp(1{4.18.1 hvp γ−−+=  

)}00066.0exp(1{0.16.0 hvs γ−−+=  

 

ここに，v：縦波（P 波）あるいは横波（S 波）の弾性波速度，h：深度(m)， ：飽和単位体積

重量（Mg/m

γ
3）である。さらに，弾性波速度に基づく以下の定義式によって動的せん断弾性係数，

動的ポアソン比を設定した。減衰定数は既往の動的試験等を参考に 2％に設定した。なお，動的

力学物性にはひずみ依存性が観測されるが，その影響は小さいとしている。 

2

2

)(1
)(5.01

sp

sp
d vv

vv
−

−
=ν  

2
sd vG γ=  

 

4.1.4 クリープ特性 

岩石が示すクリープ特性について，非線形粘弾性理論に基づく議論がされている。大久保ら 5)

は応力－歪曲線の載荷速度依存性，強度破壊点以降のコンプライアンスの変化に着目し，試験定

数 m，n0を用いたモデルを提案している。m が大きいほどピーク強度以降の応力低下が急激となり，

n0が小さいほど載荷速度がピーク強度に及ぼす影響が大きい。 

一般に，比較的硬い結晶質岩系岩盤より軟らかい堆積岩系岩盤の方が，クリープしやすい。し

たがって，n0 の値については，結晶質岩系岩盤より堆積岩系岩盤を小さく設定すべきである。n0

の値は，湿潤状態の結晶質岩系岩盤（花崗岩，安山岩）で 30～40，同様に堆積岩系岩盤（凝灰岩）

で 20～40 程度の値を示す試験結果が得られている。また一般に，結晶質岩系岩盤の方がピーク強

度後の応力低下が著しいため，m の値は，堆積岩系岩盤より結晶質岩系岩盤を大きく設定すべき

である。青柳ら 6)は大久保らによる研究成果を総合的に判断して以下のように設定している。 

硬岩系岩盤： m=20，n0=30 

軟岩系岩盤： m=5，n0=20 

 

4.1.5 温度の影響 

温度上昇に伴う一軸下での圧縮強度と引張強度の変化は，花崗岩などの完晶質岩石のように低

下するもの，砂岩などほとんど変化しないもの，安山岩や玄武岩などの火山岩のように増加する

ものの三つに分けられる。弾性係数は凝灰岩や安山岩など温度によってほとんど変化しないもの

と，花崗岩などの深成岩のように温度上昇に伴って低下するものがある。花崗岩のポアソン比は

温度によってあまり変化しないとの報告がある。また，0℃～100℃の範囲での圧縮強度の変化は

それほど大きくないことが知られている 7)。 
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4.1.6 化学的変質の影響 

母岩の化学的変質（硝酸塩影響，硫酸塩影響）に伴う鉱物の溶解･沈殿によって空隙特性が変化

し，力学特性に影響を与えることが考えられる。また，変質に伴う組成変化によって力学特性に

影響することが考えられる。 
変質に伴い変化した化学組成が与える影響を直接評価した事例はほとんど見当たらない。広範

な地質環境を対象としている現段階では硬岩と軟岩に分類し一軸圧縮強度との相関に基づき有効

間隙率や力学特性を設定しているように，化学的変質による変化を有効間隙率の変化と見なすこ

とによって力学特性の変化を推定できる可能性がある。 
 

4.2 経時変化予測 

力学特性の経時変化は現在のところ考慮されていない。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

 該当なし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
坑道掘削時の補助工法や支保工（フォアパイル，ロックボルトなど）により，岩盤力学特性が

影響を受ける可能性があるが，その影響は定量的には明らかでない。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

岩盤力学特性は，同じ岩種であってもサイト条件による差があり，同一サイト内でも空間的な

不均一性が存在する。調査結果を基に作成されるデータ（地質構成や物性値など）は，必ずしも

現実を精緻に表現できないことに留意する必要がある。また，母岩の環境条件の時間的変遷によ

り物性が変化する不確実性も存在する。 
 

＜参考文献＞ 
［1］ 核燃料サイクル開発機構（1999）：わ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 次取りまとめ─ 分冊１ わが国の地質環境，JNC 

TN1400 99-021． 

［2］ 谷口航，長谷川宏，岩佐健吾，佐藤稔紀（1999）：地層処分場設計のための地質環境基本

特性 ─第２次取りまとめ「地層処分の工学技術」の検討で用いる岩盤物性の設定─，サ

イクル機構技術資料，JNC TN8400 99-053． 

［3］ 核燃料サイクル開発機構（1999）：わ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 次取りまとめ─ 分冊２ 地層処分の工学技術，JNC 

TN1400 99-022． 

［4］ 共同作業チーム（2000）：TRU 廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事

業連合会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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［5］ 大久保誠介，西松裕一，緒方義弘（1987）：非線形粘弾性モデルによる坑道変形のシミュ

レーション，日本鉱業会誌，vol.103，[1191]，pp.293～296． 

［6］ 青柳孝義，佐原史浩，三原守弘，奥津一夫，前田宗弘（2001）：TRU 廃棄物処分システム

に関する大空洞長期挙動の検討 ─非線形粘弾性モデルによる二次元解析─，サイクル機

構技術資料，JNC TN8400 2001-024． 

［7］ 土質工学会（1989）：岩の調査と試験． 
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ＲＭ－０２:母岩の応力 

 
１．名称 

母岩の応力（RM-02）  

 
２．概要 

母岩は，人工バリアを外部からの物理的・化学的影響から保護し，廃棄体からの核種移行の遅

延やコロイド移行の抑制などの物理的・化学的特性を発揮することが期待されている。 

坑道掘削により，母岩の初期地圧が解放され応力の再分配が起こる。これにより母岩に変形が

生じるとともに，ゆるみ領域（掘削影響領域）と呼ばれる領域が坑道周辺に生じる。操業中・閉

鎖後もクリープ現象などによって，坑道周辺母岩の変形はさらに進む。また，ベントナイト材料

の膨潤応力，廃棄体発熱による熱応力，坑道内部のガス発生による間隙圧力の上昇が母岩に作用

し，応力場が変化する。 
 

３．安全性への影響機構 

母岩の応力は，母岩の強度や変形性能とともに，坑道の安定性に密接に関係する。坑道周辺母

岩には，坑道の掘削，さらにその後数十年間空洞形状を保持できるかという建設・操業時の力学

的安定性，及び閉鎖後に人工バリアに有意な影響を与えないかという長期力学的安定性が要求さ

れる。 

 以下に，岩盤の応力に影響を与える要因を示す。 
①建設深度に応じた土被り圧 
②岩盤の力学特性 
③ベントナイト系材料を使用した緩衝材，埋戻材等が再冠水した場合に発生する膨潤圧 
④鋼製支保工やロックボルトなどと水との接触による金属の腐食膨張圧及びガス発生によるガ

ス圧 
⑤長期的な岩盤クリープの進行 
⑥廃棄体からの発熱による温度上昇 
⑦支保や人工バリアからのセメント成分の溶出に伴う地下水環境の変化 

 
 岩盤の応力は直接支保工に作用し，その応力は緩衝材，構造躯体，充填材，廃棄体などの人工

バリア全体に伝達される。そのため，岩盤の応力が人工バリアの力学的安定性に与える影響は大

きい。 
岩盤から支保工に作用する応力が支保工の耐力を上回る場合はひび割れが発生する。それによ

り支保工が力学的安定性を損なった場合，岩盤に発生する応力が増加し，クリープ現象の促進や

掘削影響領域の増大につながる可能性がある。また，岩盤の応力が岩盤自身の耐力を上回った場

合，岩盤に亀裂が生じる。岩盤の亀裂は高透水部となり得るため，卓越した核種移行経路が形成

される可能性がある。 
 
４．理解の現状 
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4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 坑道掘削時の母岩の応力・変形 
坑道の安定解析手法は，理論解によるものと数値解によるものに大別される。理論解析手法は，

降伏後の挙動や破壊基準の設定などにより，様々なモデル（岡，Egger，Einstein，Kanstner な

ど）が提案されている。数値解析手法としては，岩盤を連続体とみなす場合と亀裂等の不連続性

を考慮する場合に大別される。さらに，材料の線形，非線形性のモデル化による分類（弾性，弾

塑性，粘弾性，ひずみ軟化モデルなど）や，不連続性の扱い方により等価連続体解析モデル（ク

ラックテンソル，MBC モデル，均質化法など），不連続体解析モデル（DDA(不連続変形法)，BEM(境

界要素法)，DEM(個別要素法)など）に分類される。 

H12 レポート 1)においては，理論解（岡の手法）により支保工厚の概略検討を行ったのち，弾

塑性有限要素解析（完全弾塑性モデル）により空洞安定性を検討している。第 1 次 TRU レポート

2)においても同様に，理論解（Egger の手法）により処分深度と支保工厚を概略検討した後，弾塑

性有限要素解析により空洞安定性を検討している。これらの検討では，設計上，母岩を均一なも

のと考え，保守的な値を設定することにより対処している。 

掘削影響領域の大きさや透水係数に関しては，これまで少なからず原位置での測定がなされ，

機械掘削よりも発破掘削の方が大きくなる傾向が知られている。しかし，掘削影響領域の大きさ

や透水性は，掘削方法以外にもサイトの応力状態（応力の大きさ，主応力の方向など），岩盤の力

学特性や亀裂特性（亀裂の方向や頻度など），坑道の大きさや形状などサイト固有の影響を受ける

だけでなく，同じサイトでも測定場所によって大きなばらつきがあることから，定量的な評価は

非常に難しいことがわかっている 3)。 

 

4.1.2 地震時の母岩の応力・変形 

構造物の耐震安定性を評価するための動的応力を求める方法には，静的手法と動的手法がある。

処分施設の耐震性を評価した事例として，H12 レポート 1)では応答震度法を用いて処分坑道及び

立坑の評価を行っている。応答震度法は自然地盤の地震応答解析を行って地盤の応答震度を算出

し対象構造物に静的に作用させる方法である。一方，本検討書では加速度時刻歴で与えられた地

震外力を FEM モデルに直接入力し，運動方程式を動的に解く手法を用いて処分坑道の耐震安定性

を評価している。これらの手法を用いた解析検討の結果によれば地震時の増分応力は小さいこと

から，掘削時の力学的安定性が確保されれば地震時の力学的安定性は確保されると考えられる。 

 

4.1.3 人工バリア構築後の母岩の応力・変形 

操業中・閉鎖後の母岩の応力・変形は，支保工の応力の変化や母岩の内部応力の発生に応じて

変化する。これらの要因は発生する時間が異なることから相互の影響は小さいとし，各現象にわ

けて以下に示すような評価検討が行われている。 

閉鎖後の力学的安定性については，長期の岩盤力学挙動モデルを用いた解析により検討がなさ

れている。代表的モデルとして大久保モデルを用いた解析によれば，超長期的に坑道は安定に保

たれるとされている（RM-03 参照）。 

閉鎖後のベントナイト膨潤圧の影響による母岩の変形量は，応力変形解析の結果，結晶質岩盤

ではほとんど発生せず，また堆積岩系岩盤で 0.5mm 以下と処分施設の安定性に対して問題になら
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ない値であった 2）。 

坑道内部で発生したガスは緩衝材内に蓄圧され，支保工を介して岩盤に作用することが考えら

れる。最大間隙圧となる内圧を作用させた応力変形解析によれば，掘削時の応力解放に対して内

圧が壁面近傍の岩盤の拘束力として作用するため，空洞近傍岩盤の局所安全率は増加し，より安

定な状態となる 2)。 

廃棄体発熱に伴い発生する熱応力の影響を二次元平面ひずみモデルによる弾性解析で検討した

結果，結晶岩系の処分概念では熱源である廃棄体に近い側壁部と底部の膨張量が比較的大きく内

側に変形し，頂部は外側に変形する。ただし，変位量は最大で約 5mm と小さく，主応力に与える

影響も小さい 2)。 

廃棄体成分の溶出による人工バリアの体積減少については，二次元平面ひずみモデルによる弾

塑性解析で評価している。セメント成分の溶出として支保工と廃棄体の弾性係数を低減させて概

略の評価を行ったところ，岩盤は堆積岩系の場合，最大約 3mm 変形し塑性領域も若干広がるが，

処分施設の安全性に対して影響を及ぼさないとしている 2)。 

 

4.2 経時変化予測 
母岩には，建設時の掘削に伴う応力変化，再冠水後の緩衝材の膨潤圧，金属腐食によるガス圧，

廃棄体熱などによる応力変化，長期にわたるクリープ変形や地下水との化学反応による力学特性

の変化による応力変化が発生すると予想される。 

坑道掘削時の変化に対しては適当な強度の支保工を構築することによって岩盤の掘削解放を抑

制し，空洞安定性を確保する設計をしている。また，長期的な応力変化は小さいことが 4.1.3 で

挙げた解析結果から示唆される。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

 特に該当なし 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
 特になし。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

 母岩の応力状態の予測（空洞安定解析）に対する不確実性は，設定する物性値，及びその時間

変化の不確実性に依存する。また，力学解析においては様々に異なる評価手法（モデル化手法や

破壊条件などの違い）が適用され得るため，こうした評価モデルによる不確実性が存在する。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 核燃料サイクル開発機構（1999）：わ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 次取りまとめ─ 分冊２ 地層処分の工学技術，JNC 

TN1400 99-022． 

[2] 共同作業チーム（2000）：TRU 廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業

 R 母岩-31 



 

連合会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[3] 核燃料サイクル開発機構（1999）：わ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 次取りまとめ─ 分冊３ 地層処分システムの安全評

価，JNC TN1400 99-023． 

 R 母岩-32 



 

ＲＭ－０３:母岩のクリープ 

 
１．名称 

母岩のクリープ（RM-03） 

 
２．概要 

母岩は，人工バリアを外部からの物理的・化学的影響から保護し，廃棄体からの核種移行の遅

延やコロイド移行の抑制などの物理的・化学的特性を発揮することが期待されている。 
岩盤の力学物性や応力状態に応じて，掘削後の操業期間及び閉鎖後において，時間経過に伴い

ひずみが増大するクリープ変形が生じる可能性がある。クリープ変形により，坑道内の人工バリ

アに力学的影響を与える可能性があるとともに，母岩の透水係数にも影響を及ぼすことが考えら

れる。 
 
３．安全性への影響機構 

処分施設周辺の岩盤は，空洞の掘削により地山応力が解放されているため，支保工の変質や，

処分施設の内圧の変化に応じて，長期的なクリープ変形が進行し，それに伴って処分施設の形状

等が変化することが考えられる 1)。 

クリープ変形は母岩の空隙構造や亀裂構造を変化させ，力学特性や水理特性に影響を与えると

考えられる。処分坑道掘削時に発生した周辺岩盤の掘削影響領域は，クリープ変形に伴って，さ

らにその範囲を拡大し強度低下や高透水性化が発生する可能性がある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 クリープモデル 

岩盤クリープモデルとしては，経験則に基づく構成モデルと，クリープ発生メカニズムに基づ

くモデルに分類できる。経験則に基づくモデルとしては，簡単なものとしてスプリング（Hook 弾

性体），ダッシュポット（Newton 粘性）スライダー（降伏）といった力学模型要素を組み合わせ

た力学模型（Kelvin 模型（Voigt 模型），Maxwell 模型，Zener 模型など）がある。しかし力学模

型は長期クリープの表現には適さず，これまで様々な長期クリープモデルが提案されている 2)。

これらのモデル例えば 3)～8)のうち，H12 レポート 9)や第 1 次 TRU レポート 1)では，歪と応力の比でコ

ンプライアンスを定義しこのコンプライアンスが時間とともに変化するタイプの構成方程式であ

る大久保モデルが検討に適用されている。 

一方，クリープ発生メカニズムに基づくモデルとして，マイクロクラックの進展則に基づくモ

デル 10)がある。近年では足立・岡 11)が，粘土地盤の弾粘塑性挙動を表現する構成モデルに基づい

て堆積軟岩のひずみ軟化型モデルを提案するなど，研究が進められている。 

岩盤長期力学挙動のシミュレートにあたっては，今後も適用すべきモデル，及び解析モデルの

妥当性を十分検討する必要がある。 

 

4.1.2 母岩のクリープによる緩み領域への影響 
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母岩のクリープにより緩みが生じる（あるいは掘削により生じた緩みが広がる）場合の透水係

数の増加については研究途上にあり現在はよくわかっていない。ただし，硬岩の場合はクリープ

変形が小さいため，変形による透水係数の増加は大きくないと考えられる。一方，軟岩の場合は

物性や偏圧等の荷重条件によってクリープ変形量が大きくなり，周辺母岩の透水性に影響を及ぼ

す可能性が否定できない。 

 

4.2 経時変化予測 

 岩盤クリープは，岩盤掘削時から発生する。また，現象は長期にわたって発生することが予想

される。建設時に岩盤の力学的安定性を確保するために支保工を設置するが，長期的に支保工が

劣化し，力学的強度が低下した場合，岩盤のクリープが促進する可能性がある。 

大久保モデルを用いた解析結果 1)によると，一軸圧縮強度が 115MPa 程度の硬岩（HR）では坑道

内が空洞であるという保守的な条件においてもクリープ変形は発生しない。一軸圧縮強度が

20MPa 程度の軟岩（SR-B）におけるクリープ変形は，坑道内が空洞であるという保守的な条件で

は最大でも 10cm 以下，坑道内に劣化した支保工相当の物性を考慮すると最大でも数 cm 程度と算

出されている。また，同モデルを用いて実施した本検討書の解析によって，一軸圧縮強度が 15MPa

程度の軟岩（SR-C）におけるクリープ変形も，劣化した支保工相当の物性を考慮すると最大数 cm

程度という結果を得ている。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

 大久保ら 12）が現時点より過去へさかのぼったシミュレーション計算により，調査により判明し

た過去の挙動と照らし合わせてシミュレーション対象の性質を求める方法について検討を試みて

いるが，研究段階である。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
クリープ変形の程度は母岩の特性や地圧に依存するため，処分場の坑道規模，処分場設置深度

など，処分場の建設位置や規模によって異なる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

クリープ予測の不確実性は，クリープ特性を含めた物性値の不確実性，解析モデル（クリープ

構成則）の不確実性に起因する。物性値は温度や含水状態に依存するため時間的変化を伴うと考

えられる。また，解析モデルの実証は現実的に不可能であるため，不確実性は大きいといわざる

を得ない。 

岩石試験で得られる物性値を TRU 廃棄物処分施設のような大断面空洞における評価に適用する

場合，亀裂頻度や寸法効果などによる岩盤物性との差異に留意しなければならない。 

 
＜参考文献＞ 
[1] 共同作業チーム（2000）：TRU 廃棄物処分概念検討書，核燃料サイクル開発機構，電気事業

連合会，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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[2] 大久保誠介（1991）：岩石のクリープ，資源・素材学会誌，Vol.107，No.5，pp.245-252． 
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ＲＣ－０１：母岩の化学特性 

 
１．名称 
母岩の化学特性（RC-01） 

 
２．概要 
当該 FEP は，母岩に含まれる鉱物組成と天然の地下水の組成に関する事項である。人工バリア

の化学特性が施設設計，仕様が決定すると同時に決定されるのに対し，母岩に含まれる鉱物組成

と天然の地下水の組成はサイト特有の条件である。このため母岩に含まれる鉱物組成と天然の地

下水の組成はサイトが特定された後に実施される調査によって決定されるものと考えられる。 

サイトが特定される場合には人工バリアの健全性や天然バリアにおける放射性核種の移行等に

対して有利となる化学的に安定な地域がサイト選定時の調査結果に基づき選定されると考えられ，

健全な岩盤と岩盤との反応に従った組成をもった地下水が存在するものと考えられる。処分施設

閉鎖後においては，天然の地下水中の溶存イオンや充填材や構造躯体等のセメント系材料，緩衝

材からの溶出イオンや硫酸塩，硝酸塩等の廃棄体からの浸出イオン等との反応により，母岩中の

構成鉱物が溶出し，また二次鉱物が生成して沈殿する可能性がある。また母岩に含まれる鉱物組

成と天然の地下水の組成は，熱水の存在や隆起・浸食に伴い処分施設周辺の深度が浅くなった場

合には風化作用を受け母岩が変質する可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構 
母岩に含まれる鉱物組成と天然の地下水の組成はサイト特有の条件であり，サイトが選定され

た場合にボーリングコアを用いた化学分析や鉱物同定，ボーリング孔を用いた採水及び化学分析

等の手法により調査，評価されると考えられる。 

母岩は，火成活動により形成される火成岩が主体となる結晶質岩と河川，湖沼，海洋での堆積

物が物理的・化学的・生物的作用によって固結する続成作用によって形成される堆積岩に分類さ

れる。結晶質岩は火成活動におけるマグマの質と火成活動の過程によって構成鉱物が決まり，ま

た堆積岩は堆積前の起源となる岩種と続成作用時の過程が構成鉱物を決める。母岩中の構成鉱物

は，母岩中の吸着サイトを決めるため，地下水中に溶存するイオン種，放射性核種の母岩での分

配係数に影響する。 

また母岩は地震・火山活動，隆起・浸食などの天然事象の影響を受ける可能性がある。特に火

山活動などによる熱水の存在や隆起・浸食により処分施設の深度が浅くなった場合に受ける風化

作用により母岩中の構成鉱物が変質する可能性があり，母岩の変質も放射性核種の母岩での分配

係数に影響する（「母岩での化学的変質」に詳述）。 

また天然の地下水の組成は，起源となる地下水と母岩中の岩石との反応によって形成される。

起源となる地下水には，大きく区分して陸水が土壌中の浸透した陸水と海洋から陸地に貫入した

海水が存在し，それぞれ溶存するイオン種の割合が異なる。陸水を起源とする地下水の特徴は pH

が表層付近では中性で深度が増すに従い Na+，HCO3
-に富む水質に変化するのに対し，海水を起源

となる地下水は K+，Na+，Ca2+，Mg2+，Cl-，HCO3
-，SO4

2-に富む水質になると言われている。 
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４．理解の現状 
4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 岩盤の分類と化学組成 

H12 レポート1)では，わが国の岩盤を， 

① 酸性（珪長質）の結晶質岩（火成岩，変成岩） 

② 塩基性（苦鉄質）の結晶質岩（火成岩，変成岩） 

③ 先新第三紀（古第三紀以前）の堆積岩（砂質岩） 

④ 先新第三紀（古第三紀以前）の堆積岩（泥質・凝灰質岩） 

⑤ 新第三紀以降の堆積岩（砂質岩） 

⑥ 新第三紀以降の堆積岩（泥質・凝灰質岩） 

の６種類の岩盤に分類しており，地球化学的特性と重要な岩石の鉱物化学組成の観点では結

晶質岩を珪長質岩と苦鉄質に，堆積岩を砂質岩と泥岩・凝灰質岩に区分している。岩種とそれ

に含まれる構成鉱物の種類，割合はサイト特有の条件であるが，火成活動により生じる火成岩

については例えば国際地質科学連合（IUGS）の火成岩分類図2)の様な分類がされており，主要

な構成鉱物は割合の範囲が記載されている（図 1 参照）。また岩石の主化学組成については，例

えば地質調査所の岩石標準資料 2)等で主化学組成が示されている（表 1 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 国際地質科学連合（IUGS）の火成岩分類図 
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表 1 地質調査所岩石標準資料の主化学組成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRU 廃棄物，高レベル放射性廃棄物の処分分野ではサイトが特性されていないため母岩の構成

鉱物を特定した評価はしていない 1)3)。構成鉱物を特定する評価はしていないものの H12 レポート

1)4)では母岩中の天然の地下水組成について検討している。天然の地下水組成は起源とする地下水

と土壌や岩石との相互反応によって決定される5)。起源となる地下水には天水，海水，化石海水，

熱水等があるが，それらを陸水系地下水と海水系地下水に分類している。また約 15000 件に及ぶ

既存文献を整理し，それぞれについて地下水組成を設定している（表 2）。 
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表 2 H12 レポート 4)における地下水組成の設定値 

 

4.1.2 年代測定法 
岩石の形成過程を知る上では，露頭等における地表調査等の地質を対象とした調査や空中探査

やリニアメント等の地形を対象とした調査，K-Ar 法，14C 法，放射非平衡法等の岩石，地下水の

年代測定法等の岩石や地下水の年代を測定する分析等が併用されることが多い。代表的な年代測

定法については，以下の測定法がある 1)。 

・ K-Ar 法 

・ Rb-Sr 法 

・ （Ｕ＋Th）-He 法 

・ トリチウム法 

・ 14C 法 

・ 36Cl 法 

・ 非放射平衡法 

・ フィッション・トラック（FT）法 

・ 熱ルミネッセンス法 

・ 電子スピン共鳴法（ESR）法 

しかし年代測定法には，対象となる年代の範囲（表 3 参照）があり，また例えばトリチウム法

の様に 1950 年以降の大気中での核実験によって放出されたトリチウムの影響を考慮する必要が

ある等の注意事項がある 1)。 
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表 3 岩石・地下水を対象とする主な年代測定法と年代測定対象範囲 

 

 

4.2 経時変化予測 

母岩の過去から現在までの変遷については，サイト選定及び選定後の地質学的調査，及び地球

化学的調査によって調査されると考えられる。 

母岩の化学特性は，母岩の物理的化学的変化に伴い変化すると考えられる。母岩は絶えず地下

水と接触することにより構成鉱物の風化・溶解作用，有機物の微生物分解および鉄鉱物／硫化鉱

物の溶解，粘土鉱物－地下水間のイオン交換反応を受けると考えられ 1)，これらの反応は継続し

て生じると考えられる。風化作用に関しては，世界各地の岩石の風化速度を調べた結果では，1000

年あたり深成岩・火成岩で数十 mm，砂岩・凝灰岩で数 10cm である6)と報告されており，また風化

層の厚さに関しては花崗岩で平均 50m～100m7)，泥岩では数 10m に及ぶ8)との報告があり，廃棄物

の処分深度まで到達するには長い時間が必要となると考えられる。ただし H12 レポートでは，地

質環境の長期安定性に影響がある事象として，①地震・断層活動，②火山・火成活動，③隆起・

沈降・浸食，④気候・海水準変動を抽出しており，これら事象を考慮して評価する必要があると

考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 岩石，地下水の放射性同位体元素を用いた年代測定法では，年代の対象範囲が存在し，

またトリチウム法では空中核実験で放出されたトリチウムの影響を考慮する必要がある

等の測定法に依存する考慮すべき事項が存在する。 
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4.4.2 データに関する不確実性 

特になし。 
 
＜参考文献＞

 
[1] 核燃料サイクル開発機構（2000）：わ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次取りまとめ－ 分冊１ わが国の地質環境，JNC 

TN1400-99-021 

[2] 地学団体研究会編(1996)：新版地学事典，平凡社． 

[3] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会 (2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[4] 核燃料サイクル開発機構 (2000)：わ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次取りまとめ－ 分冊３ 地層処分システムの安全評価，

JNC TN1400-99-023 

[5] Drever J.I. (1988): The geochemistry of natural waters, Prentice Hall Inc. 

[6] 歌田実 (1979)：風化作用とその生成物，岩波講座 地球科学５ 地球表層の物質と環境，

岩波書店，pp.10-22． 

[7] 木宮一邦 (1992)：建設工事における風化・変質作用の取扱い方３，硬岩の風化作用，土と

基礎，40，7，pp.67-74． 

[8] 千木良雅弘 (1988)：泥岩の化学的風化－新潟県更新統灰爪層の例－，地質雑誌，96，

pp.419-431． 

 R 母岩-41 



 

ＲＣ－０２：母岩での溶質移動 

 
１．名称 
母岩での溶質移動（RC-02） 

 
２．概要  
当該 FEP における溶質は，天然地下水に溶存するイオン種，人工バリアから溶出したイオン種，

廃棄物より浸出した硫酸塩，硝酸塩等のイオンを対象とする。これらのイオン種は母岩中では主

に移流，分散，拡散現象に従って移動する。また流体の特性の変化に起因する密度流や熱対流の

影響を受ける可能性もある。 

また母岩中では人工バリアから溶出したアルカリ成分や Ca2+が移動することによって処分施設

から広範囲にわたって地下水が長期間高 pH となる可能性があり，母岩の化学的変質に影響する。 

 

３．安全性への影響機構 
母岩での溶質の移動は，母岩のマトリクス部の空隙や母岩中に存在する断層，割れ目等の地質

学的特徴の内部で起きる。 
母岩での溶質の移動としては，ドライビングフォースの違いにより以下の４種類の可能性があ

る。 

・ 地下水流動による移流・分散 

・ 濃度勾配による拡散 

・ 地下水の密度差による密度流 

・ 温度差による熱対流 

これらの移行現象により地下水中に溶存するイオン種が処分施設内に浸入する。また処分施設

内では，施設内のセメント系材料から溶出したセメント成分が処分施設内の溶質移動現象により

施設外に移行し，上記の移行現象によって施設周辺の母岩中を移行し広がる。 

このセメント成分は地下水を高 pH にするため長期間にわたって母岩中の地下水を高 pH に保つ

可能性があり，母岩との化学反応によりシリカ分の溶出や C-S-H 系化合物の析出の可能性がある。

その結果，母岩の空隙構造が変化することにより透水係数，拡散係数が変化し，また地下水中の

pH，イオン強度，吸着サイトの表面状態の変化により核種の収着分配係数が影響される可能性が

ある。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水流動による移流・分散 

移流による溶質の移動は，地下水流動によって間隙中の地下水自体が移動し，その移動に従っ

て溶解している溶質も移動する現象である。地下水流動は，上流側と下流側の２点間のポテンシ

ャル差を２点間の距離で割った動水勾配が駆動力となる。地下深部における母岩中の地下水流速

は，サイト条件にもよるが岩盤の透水係数や動水勾配の深度依存性などの理由により地表付近に

比べて遅くなる場合がある1)2)。 

また母岩中での地下水流動は，マトリクス部の連続する間隙や断層，割れ目等の連続する地質
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学的特徴の内部といった移行経路内で起きるが，個々の移行経路内の地下水流速や移行経路長の

違いから溶質の到達時間に差が生じ，また移行経路と移行経路の交差部では希釈が生じる。分散

はこの様な移行経路ごとの地下水流速や移行経路長の違い，移行経路交差部における希釈によっ

て起きる。溶質の分散の度合いは分散係数により表現される。比較的広域での分散を対象とした

巨視的な分散係数は，一般的には地下水流速と分散長の積で表現される。移行方向の分散の分散

長である縦方向分散長は，いくつかの研究例があり，移行経路長の 1/10 程度を示す場合が多い

1)。 

 

4.1.2 濃度勾配による拡散 

地下水を構成する水分子や地下水中に溶存するイオン種は熱運動により互いに衝突しており，

地下水中のイオン種は不規則に位置を変えている。この現象はブラウン運動と呼ばれており，拡

散はイオン種の熱運動やブラウン運動に起因する。拡散のドライビングフォースは濃度勾配であ

る。 
移流による核種移行が，比較的径が大きな連続する空隙で生じるのに対し，拡散による核種移

行は，母岩中の全ての空隙において起きる。拡散の度合いは拡散係数により表現され，有効間隙

率に依存する。 
 

4.1.3 地下水の密度差による密度流 

密度流は重力流と呼ばれており，流体の密度差がドライビングフォースとなり地下水流動が生

じる現象である。密度流を扱った問題としては，例えば沿岸地域に見られる塩水くさびの問題が

ある。地下水流動系には，陸地から海洋に向かう降水系地下水と海洋から陸地内に侵入した海洋

系地下水が存在し，それぞれが全く別の地下水流動系を形成している場合も考えられる。このた

め施設が塩淡境界よりも離れて設置される場合には，その影響は小さいと考えられるが，施設が

沿岸地域に設置される場合には密度流は重要となる可能性がある 1)。この様な現象は，塩水／淡

水境界の問題に限らず地下水に溶解する塩濃度が大きい場合にも密度流を生じる場合も考えられ

る。しかし処分施設から塩濃度が高い地下水が浸出した場合，塩の移行方向は生物圏とは逆の鉛

直下方向の成分が強くなること，また例え顕著な密度流を生じる塩濃度であっても岩盤中に進出

した場合には希釈により塩濃度が低下するため，安全評価の観点では有利となると考えられる。 

 

4.1.4 温度差による対流 

対流は，温度により生じた流体の密度差により地下水流動が生じる現象である。対流を生じる

要因としては廃棄体の発熱とその熱伝播により生じた温度差と岩盤の地温勾配などによる温度差

が考えられる。 

TRU 廃棄物には放射性核種の崩壊により発熱する廃棄物があり，崩壊熱は熱伝導により伝播す

る。このため廃棄体を高温域とした温度勾配を生じ，対流を生じる可能性がある。しかし第 1 次

TRU レポート3)での熱解析の結果によれば，岩盤中の温度がピークを迎える時間は堆積岩系サイト

で 10 年程度，結晶質岩系サイトで 30 年という記載があり，その後は序々に温度が低下すること

から処分施設閉鎖後の安全評価対象期間に比べれば短い期間に限られると考えられる。 

岩盤の地温勾配による対流については，理論的には地温勾配がある条件を越えた場合に生ずる
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ことが Horton & Rogers4)により示されている。しかし対流の発生に関しては，地形や動水勾配，

岩盤の透水性，貯留性の違いによって生ずる熱対流系の規模が異なる。熱対流系を生じている複

数の地熱地帯で確認された上昇流の地下水流速はいずれも 1e-9m/s のオーダであるとの知見 2)が

あり，地熱地帯よりも地温勾配が小さい地域においては，例え対流を生じたとしても上昇流の地

下水流速は 1e-9m/s よりも小さいと考えられる。 

 

4.2 経時変化予測 

処分施設閉鎖後，処分施設周辺の特に上部の母岩は一時的に不飽和状態となる可能性があるが，

その後飽和する。母岩中の地下水にもともと溶存するイオン種が処分施設内に浸入するとともに，

処分施設からはセメント系材料から溶出したアルカリ成分が漏洩し，母岩中の地下水流動，拡散

現象等によって移行する。このため処分施設から離れて広範囲に，また長期間にわたって母岩中

の地下水が高 pH となる可能性がある 3)。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

・ 塩水／淡水境界の空間的な位置とその影響 
・ 母岩中での移行が移流支配であるか，拡散支配であるか。 
・ 低動水勾配の場合の溶質移動 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 熱対流の発生とその影響（ただし熱対流が生じたとしても，生じている期間は短いため核

種移行に対する影響は小さいと考えられる）。 
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ＲＣ－０３：母岩と地下水の反応 

 
１．名称 
母岩と地下水の反応(RC-03) 

 
２．概要 
当該 FEP は地下水中のイオン種と母岩との反応による地下水組成の変化に関する事項である。

母岩中の地下水組成は，起源となった地下水と土壌や岩石との反応によって形成され，母岩の化

学特性が影響する。また地下水の形成には有機物の存在と微生物活動が関与する可能性がある。

更に TRU 処分施設の場合，廃棄物から浸出する硫酸塩，硝酸塩や処分施設内のセメント系材料か

ら溶出するセメント成分を含む地下水が母岩中へ浸出し，その結果地下水組成が変化する可能性

がある。 

 
３．安全性への影響機構 
母岩での地下水の反応は，起源となった地下水と土壌や岩石との反応によって形成される。起

源となった地下水には，降水，海水，化石海水，地熱地帯におけるマグマや高温岩体に由来する

熱水などが考えられる。このうち熱水に関してはサイト選定時において火山活動を避けることに

より，その影響を排除できると考えられる。このため地下水は降水を起源とするものと海水を起

源とするものに分類される。 

降水を起源とする地下水の水質形成には， 

・ 長石類や方解石の溶解 

・ 粘土鉱物と地下水中の溶存イオンとのイオン交換 

・ 鉄あるいは硫黄を含む化学種の酸化還元反応 

・ 微生物活動による有機物の分解反応 

が寄与し，地下深部の地下水は弱アルカリ性かつ還元状態になる。 

海水を起源とする地下水の水質形成では，Na+，Cl-にもともと富んでおり，降水を起源とする

地下水と同様の反応により地下深部においては還元状態になる。しかし施設設置深度が浅い余裕

深度処分においては，大気中の酸素の影響により酸化性となる可能性もある。 

これらの反応は，pH，地下水組成，酸化還元電位などの地下水の性状に影響する。その結果，

核種の溶解度や分配係数などの物資移行パラメータに対する影響がある。 

また TRU 廃棄物の処分にあたっては，硫酸塩や硝酸塩を含む廃棄物から浸出する硫酸イオン，

硝酸イオン（化学形態は pH や酸化還元電位，鉄の腐食等の影響により異なる化学形態となる可能

性がある。「母岩での硝酸塩影響」参照）や処分施設内に存在するセメント系材料から浸出するセ

メント成分の存在により高 pH プルームの影響を受ける。高 pH プルームの影響としては母岩中か

らシリカ分が溶出する可能性があり，これらの影響も地下水の pH，組成，イオン強度等の地下水

の性状を変化させることにより核種の溶解度や分配係数に影響する。 

 

４．理解の現状 
4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水組成と酸化還元環境 
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地下深部を対象とした文献調査の結果から，H12 レポート1)では母岩中の地下水を以下の４種類

のモデル地下水に分類している。 

 
・ 降水系高 pH 型（FRHP） 

・ 降水系低 pH 型（FRLP） 

・ 海水系高 pH 型（SRHP） 

・ 海水系低 pH 型（SRLP） 

 

上記４種類のモデル地下水のうち海水系低 pH 型地下水については実測の地下水データを多変

量解析した結果では支持されていない。また降水系低 pH 型地下水については地下深部の信頼性の

あるデータが取得されていない。このため日本国内における実測の地下水データから支持される

地下水モデルとしては，降水系高 pH 型地下水と海水系高 pH 型地下水を選択している（図 1，表 1

参照）。 

母岩中の地下水の酸化還元電位に関しては，東濃鉱山や釜石鉱山での測定例によれば，地下深

部における地下水は還元性であることが確認されている。しかし深度が浅い場合には，一般的に

大気からの酸素の溶解による影響を受け酸化性である場合がある2)。東濃地域での地表モニタリ

ングとボーリング孔を使用した酸化還元電位の測定結果では，深度 180m，330m 付近においては酸

化還元電位が約 0mV，深度 500m～1000m 付近では約-260mV～-385mV となっており，深度が深くな

るに従い酸化性から還元性への変化が確認されている 3)。 

 

図 1 実測地下水およびモデル地下水の多変量解析（主成分分析）結果 
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表 1 H12 レポートの性能評価における地下水組成の設定例 

 降水系地下水 海水系地下水*1 

pH 8.5 8.0 

Eh(mV) -281 -303 

単位：mol/l 

Na(Total) 3.6e-3 6.2e-1*4 

Ca(Total) 1.1e-4 3.3e-4 

K(Total) 6.2e-5 1.1e-2 

Mg(Total) 5.0e-5 2.5e-4 

Fe(Total) 9.7e-10 3.9e-8 

Al(Total) 3.4e-7 3.2e-9 

C(Total) 3.5e-3*2 3.5e-2*6 

S(Total) 1.1e-4*3 3.0e-2*7 

B(Total) 2.9e-4*4 1.7e-3*4 

P(Total) 2.9e-6*4 2.6e-7*4 

F(Total) 5.4e-5*4 1.0e-4*4 

Br(Total) - 5.3e-4*4 

I(Total) - 2.0e-4*4 

N(Total) 2.3e-5*4 5.2e-3*4 

Cl(Total) 1.5e-5*5 5.9e-1 

Si(Total) 3.4e-4 3.0e-4 

*1：海水を起源として，鉱物との平衡反応，有機物による還元反応を考慮したモデル地下水 
*2：無機炭素=3.5e-3mol/l, CH4(aq)=1.5e-10mol/l 
*3：SO4

2-=1.1e-4mol/l, HS-=3.8e-9mol/l, H2S(aq)=1.2e-10mol/l 
*4：実測地下水の平均値より調整 
*5：電荷バランスをとるために調整 
*6：無機炭素=1.5e-2mol/l, CH4(aq)=2.0e-2mol/l 
*7：SO4

2-=3.2e-5mol/l, HS-=2.8e-2mol/l, H2S(aq)=2.1e-3mol/l 
 

4.1.2 母岩と地下水組成の調査事例 

H12 レポート3)では母岩の岩種と地下水組成の関係を調査した例として茂原地域と幌延地域の

事例をあげている。 

茂原地域では，新第三紀泥岩層が分布し，その主要鉱物は石英，長石，モンモリロナイト，緑

泥石及び方解石である。その水質は Na+，Cl-に富み，次に示す平衡を考えた場合，溶存するシリ

カ濃度が SiO2と平衡であること，水素イオン濃度は泥質岩中の炭酸塩鉱物と平衡であることが確

かめられている。 

 

SiO2(glass) + 2H2O = H4SiO4 

FeCO3 + H+ = Fe2
+ + HCO3

- 

CaCO3 + H+ = Ca2
+ + HCO3

- 
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また地下深部が還元状態であること，地下水中の硫黄濃度が検出限界以下であること，酸化還

元電位の測定値が以下に示す有機物からメタンへの分解反応の平衡電位とほぼ一致することから，

地下水の酸化還元電位には，以下の様な反応が寄与していると推定されている。 

 

CH2O  + 4H+ 4e- = CH4 + H2O 

 

幌延地域では，深度 1000m の新第三紀層から汲み上げられた地下水は，茂原地域と同じ Na+と

Cl-に富み，Na+，Cl-，K+濃度が海水と同じであるが，Mg2+，Ca2+濃度は海水の 1/10 程度，Si，P，

I，Fe イオン濃度は数千倍高い特徴がある。このイオン濃度の特徴は P と Ca イオン濃度が逆相関

する化石海水の特徴と一致し，また地下水の酸化還元電位（約-225mV ，pH=8.4）が SO4
2-と HS-

の酸化還元境界に当たることから，硫黄の化学種の酸化還元反応により地下水の酸化還元電位が

決まっている可能性が推定されている。 

 
4.1.3 高 pH プルームの母岩に対する影響 

第 1 次 TRU レポート4)では，処分施設からの高 pH プルームの影響について検討している。大和

田らは花崗閃緑岩の浸漬試験の結果から pH が 11.5 を越えると周辺岩盤表面が比較的短期間で変

質する可能性を示している。また Savage5)6)らは種々の鉱物について飽和水酸化カルシウム溶液，

水酸化カリウム溶液，水酸化カルシウムの混合溶液に対する浸漬試験によりシリカ分の溶出と

C-S-H 系化合物の析出を確認している。三原ら7)の長さ 4m のカラムを用いた花崗閃緑岩の変質試

験では，カラムの上流では大気中の炭酸ガスとの反応によって析出したと考えられる炭酸カルシ

ウムの沈殿が，中・下流部では C-S-H 系化合物の沈殿の生成が確認され，またカラム出口の pH

が入り口と同じ 13.3 であったことが示されている。以上をまとめると処分施設近傍では炭酸カル

シウムが沈殿し，処分施設から離れた場所では C-S-H 系化合物の析出を推定している。 

 

4.2 経時変化予測 

第 1 次 TRU レポート 4)によれば，既往の研究例に基づけば TRU 廃棄物処分施設からの高 pH プル

ームは処分場周辺の広い範囲にわたって影響する可能性があることを報告している。また高 pH

プルームと母岩が接触することにより，岩石の溶出（特にケイ酸塩鉱物の溶出），処分設備近傍で

のカルサイトの析出，岩石表面での C-S-H の溶出が起きると予測している。ただし具体的な時間

変化に関する記載は見当たらない。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 
・ 微生物活動による水質形成への影響 
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4.4.2 データに関する不確実性 

・ 地下水中の微量元素の測定と微量元素の影響 
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ＲＣ－０４：母岩の化学的変質 

 
１．名称 
母岩の化学的変質(RC-04) 

 
２．概要 
当該 FEP では，天然事象として一般的に起きる母岩と地下水との反応と処分施設からの地下水

と母岩との反応による影響を対象とする。 

天然事象として一般的に起きる反応としては風化作用と岩石－水反応が考えられる。また処分

施設からは充填材，構造躯体，吹付けコンクリートや覆工やセグメントやコンクリート製プラグ

などのセメント系材料からの溶出イオン（アルカリ金属や Ca+2）や廃棄物からの硫酸イオンや硝

酸イオンを含む地下水が母岩中に放出される。風化作用や処分施設からの溶出イオンと母岩との

反応により，母岩の変質が促進され，空隙構造が変化することが懸念される。母岩では空隙構造

の変化により透水係数，拡散係数が変化し，また母岩が変質することにより母岩の力学特性が変

化するとともに地下水中の溶質及び放射性核種の分配係数が変化する可能性がある。 

 
３．安全性への影響機構 
天然事象での母岩と地下水との反応では，風化作用と岩石－水反応が考えられる。しかし一般

的に見られる風化作用は，大気中の溶存酸素が関連しており地下百メートル程度の浅い深度で生

じると考えられており，地層処分に相当する TRU 廃棄物に関しては風化作用を受けない可能性が

高い。しかし処分深度が浅い場合には，花崗岩であればマサ化，堆積岩であれば黄鉄鉱の溶解と

粘土化が考えられ，母岩の空隙構造が変化し母岩の透水係数，拡散係数が影響を受ける可能性が

ある。また母岩の化学特性が変化することにより，母岩の分配係数が影響を受ける可能性がある。

また母岩には構成鉱物として長石類，方解石，粘土鉱物が含まれる。これらの鉱物は長期的には

地下水と溶解／沈殿反応を生じる，もしくは地下水中のイオンとのイオン交換を生じる可能性が

ある。その結果，風化作用と同様に透水係数，拡散係数，分配係数に影響する可能性がある。 

また TRU 廃棄物処分施設に特化した現象としては，セメント系材料からの溶出成分（アルカリ

金属および Ca2+）による高 pH 地下水の広がり（以下高 pH プルームと呼ぶ）と特定の廃棄物から

溶出した硫酸イオンと硝酸イオンの処分施設外への漏洩が考えられる。高 pH プルームは，母岩中

の地下水を高 pH に変え，また地下水中に多量に Ca2+を含むため母岩中にカルサイトとセメント水

和物の一種である C-S-H 系化合物の析出が懸念されており，その結果岩盤の吸着性能や間隙の閉

塞になどによる地下水流動場への影響が懸念されている。また廃棄物からの硫酸イオンや硝酸イ

オンの存在についても，母岩の吸着性能に影響する可能性がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 天然事象による母岩の変質 

(1)風化作用 

岩石の風化には岩石および地下水の物理的化学的性質が関与する。日本列島の花崗岩地域で

の風化層（風化殻）の平均的な厚さは 50～100m であり1)，風化層下部の 5～10m の区間には水
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平な割れ目が密集し，他の部分に比べて透水性が高く新鮮な岩石との境は降雨浸透水の水みち

となっていることが多いとされている2)。また花崗岩では地質時代と通じてほとんどがカオリ

ナイト－モンモリロナイト型の風化殻であり3)，これは冷温帯湿潤気候で Si，Al 以外の成分が

溶脱したもので，マサ土やくさび礫が典型である。このことは第四紀には少なくとも同じタイ

プの化学的風化作用が継続したことを示唆しており，岩石－水反応も大きく変わることはなか

ったことが考えられている。堆積岩に関しては，新潟県の頚城地域における泥岩の風化深度を

調べた結果，風化が数 10m の深度まで及ぶ場合があることが確認されている4)。また世界各地

の岩石の風化速度についても調査されている5)6)（表 1 参照）。岩石の風化速度からも地層処分

相当の深度まで風化が進むためには長い時間が必要となることがわかり，また現地調査事例に

おいても地層処分相当の深度まで風化層が見られた調査結果は見当たらない。 

 

表 1 岩石の風化（溶食・剥落）速度 

岩 石 速 度（1000 年あたりの最大値） 

花崗岩 3～15mm/1000 年 

安山岩 6～9mm/1000 年 

凝灰岩（大谷石） 33～250mm/1000 年 

砂岩 11～110mm/1000 年 

石灰岩 2.5～1300mm/1000 年 

 

（2）岩石－水反応 

H12 レポート7)では，主に水質形成の観点からまとめられている。新第三紀の堆積岩と花崗

岩が分布する東濃地域では，有機物の分解，方解石や長石類の溶解反応，黄鉄鉱の酸化還元

反応，粘土鉱物のイオン交換反応が考えられている。花崗岩地域である釜石鉱山においては，

方解石および石英の溶解反応，アルバイトの変質とモンモリロナイトの生成が考えられてい

る。 

 
4.1.2 高 pH プルームの母岩に対する影響 

第 1 次 TRU レポート8)では，処分施設からの高 pH プルームの影響について検討している。大和

田らは花崗閃緑岩の浸漬試験の結果から pH が 11.5 を越えると周辺岩盤表面が比較的短期間で変

質する可能性を示している。また Savage9)10)らは種々の鉱物について飽和水酸化カルシウム溶液，

水酸化カリウム溶液，水酸化カルシウムの混合溶液に対する浸漬試験によりシリカ分の溶出と

C-S-H 系化合物の析出を確認している。三原ら11)の長さ 4m のカラムを用いた花崗閃緑岩の変質試

験では，カラムの上流では大気中の炭酸ガスとの反応によって析出したと考えられる炭酸カルシ

ウムの沈殿が，中・下流部では C-S-H 系化合物の沈殿の生成が確認され，またカラム出口の pH

が入り口と同じ 13.3 であったことが示されている。以上をまとめると処分施設から離れた場所で

は C-S-H 系化合物の析出を推定している。 

 

4.2 経時変化予測 
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第 1 次 TRU レポート 8)によれば，既往の研究例に基づけば TRU 廃棄物処分施設からの高 pH プル

ームは処分場周辺の広い範囲にわたって影響する可能性があることを報告している。また高 pH

プルームと母岩が接触することにより，岩石の溶出（特にケイ酸塩鉱物の溶出），処分設備近傍で

のカルサイトの析出，岩石表面での C-S-H の溶出が起きると予測している。ただし具体的な時間

変化に関する記載は見当たらない。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

セメント系材料と岩石との反応に関してはヨルダンのマカリンにおけるナチュラルアナログ研

究が有名である。Alexander12)

 

は二次鉱物の沈殿により亀裂が閉塞することが透水係数の低下の要

因となることを報告している。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 

・ 岩石が長期的な変質作用を受けるかどうかと受けた場合の影響。 

・ 高 pH プルームによるシリカの溶出と再沈殿現象 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

以下の不確実性が考えられる。 

・ 高 pH プルームによる母岩の透水係数，拡散係数，分配係数への影響度合と時間的変化に関

する知見の不足 
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ＲＣ－０５：母岩での有機物影響 

 
１．名称 
母岩での有機物影響（RC-05） 

 
２．概要 
処分施設が設置される深部地下環境の母岩には天然起源の有機物が存在する。また，廃棄体中

に含まれる有機物が母岩中に移行する可能性がある。母岩領域に存在する有機物と放射性核種が

錯体を生成することにより放射性核種の存在形態が変化し，溶解度及び母岩への収着性に変化が

生じる可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
母岩には，天然有機物が存在する可能性があり，その特性は，その生成過程や地下水の化学組

成に依存する1)。また，廃棄体中に含まれる有機物が移行することにより母岩領域中に有機物が

存在する可能性があり，特に，廃棄体として含まれているセルロースの分解生成物であるイソサ

ッカリン酸（ISA）は，核種移行評価上重要な有機物として考えられている。 

有機物が存在することによる母岩領域での影響としては，有機物が放射性核種と相互作用する

ことにより溶解度や収着挙動などに影響を与える可能性がある。固相として存在する不溶性の有

機物は核種を収着する媒体として核種の移行を遅延する可能性がある2)。一方，有機物が核種と

錯体を生成することにより溶解度の上昇や核種の収着の低減により移行を促進する可能性もある。

また，有機物がコロイドとして振舞う可能性もある。 

ただし，緩衝材を設ける処分施設の場合，緩衝材のフィルトレーション効果により有機物の移

行は抑制される可能性がある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 母岩に存在する有機物 

地下水中に存在する有機物としては，フミン酸やフルボ酸が挙げられる。堆積岩および花崗岩

中の地下水からフミン酸及びフルボ酸を分離した結果，地下水中に含まれる有機物の濃度は 0.1

～8mgC/l であることが報告 1)されている。 

廃棄体中に含有される主な有機物として，アスファルト，ビチューメン，セルロース，パッキ

ン類(フッ素ゴム，エピクロロヒドリンゴム等)があり，これらの分解生成物等が人工バリア内を

移行し，天然バリアへと移行することが推測される。 

 
4.1.2 有機物による核種の移行挙動に関する影響 

(1) 溶解度 

深部地下環境に存在する有機物のうちフミン酸を対象とし，弱アルカリ性領域において Th

（試験条件：pH7～9，イオン強度 0.1，0.01）あるいは Np（試験条件：pH8，イオン強度 0.1）

とフミン酸を共存させた系における溶解度測定試験が行われている3，4，5)。これらの研究による

と，フミン酸濃度の増加に伴い Th 濃度や Np 濃度も増加する傾向が見られ，弱アルカリ性領域

における Th(Ⅳ)－フミン酸錯体，Np－フミン酸錯体の形成が示唆された。また，Th を用いた試
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験では pH やイオン強度濃度をパラメータとして試験をおこなっており，その結果，Th 濃度は

pH の増加と共に若干減少，イオン強度の差による影響は見られなかった。 

また，Th については炭酸イオンとフミン酸が共存する系についても溶解度測定試験を行って

おり，その結果，炭酸イオンとフミン酸が共存する場合の Th 濃度と炭酸イオンのみの場合の

Th 濃度を比較すると，大きな差は見られなかった。 

これらの結果から，深部地下環境に存在するフミン酸が数 ppm 程度である場合，Ⅳ価のアク

チニドの溶解度に及ぼすフミン酸の影響は大きくないと考えられる。 

(2) 収着 

有機物が核種の収着に与える影響に関しては，有機物を共存させたバッチ収着試験が行われ

ており6，7)，一般に溶液中の有機物濃度がある程度高くなると有機物濃度の上昇にともない分

配係数が低下する傾向が認められている。また，カラムを用いた放射性元素の移行試験におい

ても有機物の存在により移行が促進されるとの報告8)がある。しかしながら，有機物の収着・

移行に与える影響は，有機物濃度および有機物の起源や有機物の特性により大きく異なること

に留意する必要がある。 

(3) コロイド 

有機物がコロイドとして振舞う可能性があるが，地下水中をコロイドとして挙動する有機物

は少ないことが報告9)されている。 

 

4.1.3 有機物の取扱い 

第 1 次 TRU レポート10)における地下水に含まれる天然有機物の影響の取扱いについては，線量

を支配する I-129 および C-14 に対して，天然有機物の影響を包含できるように，地質媒体に対す

る分配係数を変動させた核種移行解析を実施している。 

H12 レポート 2)では，処分環境での有機物の含有量及びその影響の包含化が困難であるなどの

理由から，レファレンスケースでは考慮せず，データの不確実性として有機物の影響を考慮した

分配係数を設定し，核種移行解析を実施している。 

 
4.2 経時変化予測 

有機物影響の及ぶ時間的・空間的範囲を把握するための解析として，セルロース系有機物の分

解生成物のひとつである ISA を対象に，処分施設に仮想的にセルロース系有機物が存在するとし

た場合のニアフィールド周辺岩盤での有機物プルーム解析が行われている 10)。 

ISA のインベントリ算出における前提条件を以下に示す。 

① セルロース系有機物の分解率は 10％，分解生物中の ISA 割合は保守的に 100％として，セ

ルロース系有機物からの ISA 収率を 10％とする。 

② ISA はセルロース分解における安定な分解生成物であり，保守的に解析期間中はそれ以上

分解しない。 

これらの設定と ISA の分子量として M(ISA)＝180 を採用することにより，ISA のインベントリ

は 2E+3mol と設定した。 

この解析では，天然バリアの透水係数，セメント系材料の分配係数をパラメータとして設定し

ており，その中の一例を図 1 に示す。図 1 は，結晶質岩系岩盤を対象とし，天然バリアの透水係
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数を 1E-9m/s，セメント系材料の分配係数を 0.01m3/kg と設定したときの結果である。これら結

果から，時間的観点からは数万年，空間的観点からは数百 m(地下水流向下流側)の場合に，核種

移行への影響が発現する ISA 濃度の目安値（1E-6mol/L と設定）となった。ただし，同報告書内

に，セルロースからの ISA 収率やセメント系材料への ISA 収着などに関し，より現実的な設定を

行うことにより，ISA プルームの時間的・空間的広がりはより制限されるとある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 セルロース系有機物が仮想的に存在するとした場合の有機物プルーム解析（処分

場中心からの距離と ISA 濃度の時間変化の関係，結晶質岩系岩盤） 

4.3 ナチュラルアナログ 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における有機物に関する研究 1)では，堆積岩お

よび花崗岩中の地下水からフミン酸，フルボ酸を分離し，その中に含まれる微量元素を分析した。

その結果，地下水中に含まれる有機物の濃度は 0.1～8mgC/l であり，これらの有機物は堆積岩中

の有機物(亜炭など)の微生物分解により生成している可能性が報告されている。また，弱アルカ

リ性で還元状態の地下水中では，有機物が微量元素の移行・遅延に与える影響は少ないというこ

とが示されている。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関する現象についての

不確実性となっている。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

有機物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，地下水中の有機物の特性はその生成過程や地下水の化学組成に依存するため，定量的に

有機物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が有機物に関するデータについて

の不確実性となっている。 
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検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＲＣ－０６：母岩での微生物影響 

 
１．名称 
母岩での微生物影響（RC-06） 

 
２．概要 
従来，微生物にとって地下深部の環境は極限環境と予想されており，生物的には無菌状態であ

ると考えられてきた。しかし，最近の研究で地下深部での微生物の存在が確認され，微生物の活

性が否定できなくなっている。 
処分環境においては，深部地下水に生息する微生物が存在し活動する可能性がある。母岩領域

に存在する微生物活動に起因する水化学環境の変化により，核種の存在形態が変化し溶解度及び

収着特性の変化が生じる可能性がある。また，微生物による有機物の代謝・分解により錯化剤，

有機酸，ガスなどが生成することも考えられる。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
微生物活動により水化学環境の変化が生じ，核種の存在形態が変化し核種移行パラメータであ

る溶解度及び収着特性の変化が直接生じる可能性がある。さらに，微生物自身の移動によって，

微生物起源の擬似コロイドによる核種移行が促進される可能性や，微生物活動により生成するガ

スが核種移行を促進する可能性もある。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 岩盤での微生物の存在 

核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における地下微生物に関する研究1)では，深度

に関係なく地下水中には脱窒菌，鉄還元菌，硫酸塩還元菌，メタン生成菌などが存在することが

確認されている。 

 

4.1.2 微生物の移行挙動に関する研究 

微生物による核種の移行挙動に関し，核種への直接的な影響として，微生物による核種の吸着

／取り込み2，3)や微生物による核種の酸化・還元4)，微生物起源の擬似コロイド 3，5)に関する報告

がなされている。これらの結果から，微生物による核種の吸着／取り込みに関しては，微生物に

取り込まれた核種は微生物の細胞内に保持されるため，微生物の移動が著しくない場合には，結

果として核種移行は抑制される可能性がある。微生物による核種の酸化・還元に関しては，微生

物が直接核種を酸化・還元することによる核種の化学形態の変化に伴い，溶解度及び収着特性が

変化し，核種移行に影響を与える可能性がある。微生物起源の擬似コロイドに関しては，擬似コ

ロイドによって核種の移行が促進される可能性が推測されている。 

 
4.2 経時変化予測 

現状微生物影響に関して経時的な変化を評価した例はない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 
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核燃料サイクル開発機構による東濃ウラン鉱床における地下微生物に関する研究 1)では，深度

に関係なく地下水中には脱窒菌，鉄還元菌，硫酸塩還元菌などが存在することが確認されている。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物に関す

る現象についての不確実性となっている。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

微生物による影響は，具体的な地質環境条件によって異なり，サイトが選定されていない現時

点では，定量的に微生物の影響を考察することは不可能であり，サイトの未選定が微生物に関す

るデータについての不確実性となっている。 
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ＲＣ－０７：母岩でのコロイド影響 

 
１．名称 
母岩でのコロイド影響（RC-07） 

 
２．概要 
当該 FEP では深度数百メートル～1000m，水平方向に数 km の広がりをもつ岩盤中のコロイド影

響を対象とする。コロイド影響としては，コロイド形態の放射性核種（真性コロイド）及び放射

性核種が吸着したコロイド状物質（疑似コロイド）により核種移行が助長される現象を考慮する

必要がある。ただし，コロイド形態の放射性核種（真性コロイド）に関する詳細は別途【コロイ

ド形態核種移行】で記載することとし，ここでは，擬似コロイドを形成するようなコロイド状物

質について記載する。 

コロイドが核種移行に及ぼす影響は，コロイドの特性に依存する。コロイドとしては，母岩中

に存在する天然コロイドが挙げられるが，人工バリア材や廃棄体などの処分施設の構成材もコロ

イドの起源となり得る。これらのコロイドの影響状況は，コロイドが移行する媒体すなわち地質

構造，岩種，断層や透水割れ目の存在といったサイトが決まることにより決定される要因にも依

存する。 

 

３．安全性への影響機構 
放射性核種の母岩中での移動速度は，母岩中での地下水流速と，放射性核種の母岩への分配係

数から導出される遅延係数とで表される。真性コロイド及び疑似コロイドの母岩への分配係数は

放射性核種のそれとは異なるため，コロイドが影響する状況での核種移行速度は，コロイドが影

響しない場合とは異なる。通常，コロイドがあることにより核種移行速度がより速くなることが

懸念されている。 
 

４． 理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 評価の対象とするコロイドの種類及び特性 

評価の対象とするコロイドの種類としては，母岩中に存在する「地下水コロイド」，及びプラグ

／グラウト／支保／埋戻材を構成する材料を起源として生成する「処分場構成材を起源とするコ

ロイド」が挙げられる。そこで，これらのコロイドについて，以下にその生成挙動や特徴をまと

める1)。 

(1) 地下水コロイド2),3),4),5) 

放射性核種を収着し得る可能性のある地下水中のコロイド。無機コロイド及び有機コロイド

が存在する。生体コロイド（主に微生物）は有機コロイドの一種であるが，区別して扱われる

ことが多い。有機物及び微生物については別途 FEP の記述がなされることから，ここでは主に

無機コロイドを対象とする。 

地下水中での無機コロイドの例としては，シリカ，水酸化鉄，水酸化アルミニウム等が挙げ

られる。これらコロイドの生成は，地下水中での地質媒体の溶解，加水分解プロセスや地下水

の水力学的な条件の変化による地質媒体からの粒子の放出などが主要なプロセスと考えられる。 

一般にコロイドの安定性は競合イオンの種類（価数），濃度，pH 等の液組成に依存すると考
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えられる。このため，地下水の化学的性質と関連づけて，地下水コロイドの種類，濃度，安定

性等の評価が行われている6)。核種移行の観点からは，地下水コロイドは容易に核種イオンを

収着し，疑似コロイドを形成する。 

(2) 処分場構成材を起源とするコロイド 

前出無機コロイドのうち，処分場構成材を起源とするコロイドを特筆する。可能性のある材

料として次の物が挙げられる7),8)。 

① 鋼材の腐食生成物：溶解度の低い鉄酸化物や鉄水酸化物の形の腐食生成物の生成に起因し

て，それらのコロイドが生成する。 

② ベントナイト系材料の浸食及び変質：ベントナイト系材料の浸食及び長期的変質に起因し

て，モンモリロナイト粒子が地下水へ分散しコロイドを形成する。また，ベントナイトの随

伴鉱物や変質鉱物を起源とするコロイドが生成する。 

③ セメント系材料の地下水との接触：可溶性のケイ酸塩が重合してコロイドを形成 する。

また，セメント系材料の添加物もコロイド生成に寄与する可能性がある。 

ベントナイト系材料の浸食によるコロイドの生成に関しては，未変質のベントナイトでは実

験を踏まえた検討により 10-5～10-4m/s の地下水流速が必要であることが予測されている

9),10),11)が，しかし，より最近の検討12)では，降水系地下水条件では，浸食が発生する臨界流速

は 2×10-6m/s よりも小さいと推察されること，海水系地下水条件では浸食が発生する臨界流速

は 8×10-6m/s よりも大きいことが報告されている。つまりベントナイト起源とするコロイドの

発生条件は，その環境の溶液組成に強く依存することがわかる。またベントナイト粒子の熱運

動によりコロイドが発生する可能性があることも指摘されている。従って，緩衝材として使用

されるベントナイトを起源とするコロイドの生成を否定することはできない。また，変質した

ベントナイト系材料によるコロイドの生成についてはまだ具体的知見は乏しく今後の研究が必

要である。 

ポゾラン材料を高い含有率で含む OPC 水和物を使用し最長 8 ヶ月実施した浸出試験で

Si-Al-Ca を主成分とするコロイドの生成が確認されている13)。生成したコロイドの粒径や濃度

は，浸出試験の固液比が高い場合に粒径が増大し，濃度は減少している。これは同時に浸出す

る Ca 濃度に依存した粒子の凝集挙動が影響していると考えられる。一方セメントの変質物の一

種である CSH やエトリンガイトなどを用いた３ヶ月の浸出試験においてコロイドの生成が認め

られないという報告もある14)。セメント系材料を起源とするコロイドの生成可能性，及び生成

後母岩中に移行についてはまだ具体的知見は乏しく今後の研究が必要である。 

 
4.1.2 コロイドの影響を考慮した核種移行評価モデル 

母岩中での核種移行に関してコロイドの影響を考慮したモデル化については，疑似コロイド

の形成，Hydrodynamic Chromatography(HDC)効果，岩盤中の狭隘経路によるコロイドのろ過効

果，及び核種イオン－コロイド－地層（固相）の３相間での相互作用などが検討されている。

それぞれ次の通りである。 

(1) 疑似コロイドの形成 

表面錯体反応モデルを用いて疑似コロイドの形成を定量的に評価する報告15),16)が見られる

が，核種イオンとコロイドの収着反応の可逆・不可逆性，コロイドと核種の岩石表面への収着
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の競合，地下水中に天然に存在するイオンとの収着の競合など，疑似コロイドの形成を定量的

に評価するに当たってはまだ課題が残されている。 

(2) Hydrodynamic Chromatography(HDC)効果 

HDC 効果とは図 1 のように狭隘経路中の地下水流速が分布するとき，岩盤表面と同符号（マ

イナス）で帯電したコロイドは静電的反発力により流速が早い部分に集まり，その結果，地下

水の平均流速よりもコロイドの平均流速の方が見かけ上大きくなる効果を示す17)。地下水流速，

コロイド粒径，地下水中の電解質濃度等をパラメータにコロイドの移行速度に関する感度解析

を行った結果では，コロイドの方が地下水流速の平均値よりも早く移行する可能性はあるもの

の，その程度は 1.1 倍を超えることはほとんどないことが示されており18)，疑似コロイドの移

行挙動に関しては HDC 効果を考慮する必要性は乏しい。 

 

 

 

 

 

図 1 円管中の水流分布と浮遊コロイドに関する模式図 1) 

(3) 岩盤中の狭隘経路によるコロイドのろ過効果 

岩盤中の狭隘経路によるコロイドのろ過効果については，コロイドの移行経路である媒体中

の間隙の化学的，物理的性状によって次の２通りに分けられる 28),19),20)。 

① 化学的ろ過効果：媒体中の間隙壁とコロイドの表面の電荷が異符号の場合の静電的な結合

作用やファンデルワールス力による結合力が作用し，コロイドが岩盤に収着してろ過される。 

② 物理的ろ過効果：媒体中の間隙径がコロイド径よりも狭隘な場合，コロイドは物理的なメ

カニズムによってろ過される。 

ただし，①の効果は地下水流速の大きさによっては期待できない。②の効果に関しては

Np(Ⅴ)や Am(Ⅲ)の室内カラム実験によりコロイドが共存する場合に未破過成分が多くなると

言う実験結果が報告されている21),22)。しかし，母岩中の物質移行に関わる間隙径は不均一であ

るため，その定量的同定や普遍化にはまだ課題が残されている。 

(4) 核種イオン－コロイド－地層（固相）の３相間での相互作用 

既往の研究では無機コロイドのみの移行性について評価した報告が多く見られる。それらの

報告では，DLVO 理論23)や吸着理論24)に基づきコロイドと固相間の相互作用を評価して，地層中

のコロイド移行をシミュレーションしている。しかしながら，核種移行評価の観点からは核種

イオン－コロイド－地層（固相）の３相系での物質移行を考える必要があり，３相間の化学的

相互作用を分配係数で表現したモデルが提案されている25),26)。このモデルによる疑似コロイド

移行の概念を図 2 に示す。また，このモデルによる評価をコロイドを考慮したカラム実験結果

の評価に適用し，図 3 に示すようにモデルの妥当性を確認したことも報告されている27)。しか

しながら，このモデルや実験では３相間の分配係数が可逆的であることが前提とされており，

その前提の普遍性の検討や，不可逆もしくは速度論的収着を考慮した検討が今後の課題と言え

る。 
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図 2 岩盤亀裂中のコロイド及び放射性核

種イオンの移行に関する模式図 1) 

Kd1 or Ka1：コロイドの岩盤への収着係数 
Kd2 or Ka2：放射性核種イオンの岩盤への収着
係数 

Kd3 or Ka3：放射性核種イオンのコロイドへの

収着係数 

 図 3 20W×40L×0.5t mmの花崗岩カ

ラムを用いたベントナイトコロイ

ド共存下での Sr の破過挙動に関す

る実験値と理論計算値の比較 27) 

 

(5) 核種移行解析におけるコロイド影響の評価事例 

コロイドによる核種移行に関して感度解析を行った結果を図 4 に示す28)。図において，実線

はコロイドがない場合の核種移行評価結果である。これに対して同様のパラメータ設定に加え

擬似コロイドが存在することを想定した設定条件で核種移行を評価した結果が図中の点線であ

る。擬似コロイドの存在により，核種移行が助長される傾向が見られている。また，図中の●

はコロイドが岩盤中の微細構造によってろ過された場合の核種移行である。この場合は擬似コ

ロイドを形成することによりむしろコロイド及び核種は移動し難くなる。以上の計算に基づき，

核種移行結果に強く影響を及ぼす因子は，コロイド濃度，核種とコロイドの結合定数，フィル

トレーションの程度であることが示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 移行距離 10m における規格化濃度の経時変化 28) 
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4.2 経時変化予測 

コロイドの影響に関する経時的な変化については，特に研究は進められていない。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

4.3.1 地下水中のコロイドの存在 

地下水中のコロイドの分析結果については数多く報告されている。表 1 は独 Gorleben の 3 ヶ所

で採水した地下水の分析結果である29)。溶存有機物濃度(DOC)と金属イオン濃度の間に定性的に正

の相関が認められ，多くの金属イオンがフミン酸やフルボ酸などと結合してコロイド化している

ことを示唆している。また，わが国でも地下水中のコロイドの採取や測定手法に関する事例的研

究が行われており，たとえば現存する坑道から採取した地下水をろ過し，ろ紙上のコロイドの TEM

観察（図 5）や組成分析が行われている30)。 

 

表 1 ゴアレーベン地下水中の DOC 

    と主要イオン及び微量元素の濃度 29) 

20 nm20 nm20 nm20 nm

 

図 5 地下水中コロイドの TEM 観察結果 30) 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

(1) 処分場起源のコロイド 

ベントナイト系材料を起源とするコロイドについては地下水流速や地下水組成との関係が示

唆されており，サイトの条件に依存する。放射性核種の真性コロイドについては，それが廃棄

体周辺で発生したとしても外部に移行するためにはベントナイト系材料がろ過効果を示す。こ

のため，適切な施工がなされたベントナイト系材料により真性コロイドの影響を排除すること

ができる。ここで，ベントナイトゲル密度800kg/m3が充填密度の下限値の目安と考えられるが，

変質した場合の評価はいまだ充分ではない。 

セメント系材料や廃棄体自身が起源となるコロイドの生成については，まだ実験情報が少な
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くコロイドの存在可能性は不確実である。 

(2) 天然コロイド 

天然の地下水環境中にコロイドが存在することはほぼ確実である。その種類は無機コロイド，

フミン酸やフルボ酸などの有機コロイド，微生物コロイド（バイオコロイド）など多様である。 

しかし，これらのコロイドがどのように核種移行挙動に影響するかは，コロイドと核種の相

互作用やコロイドと岩盤の相互作用などの面においてまだ詳細な研究や分析はなされておらず

不確実な点が多い。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

(1) 既知の実験情報について 

現時点で実験などにより取得されたデータを用いて議論されている事項は，次の２点である。 

・ ベントナイトコロイドの生成と地下水流速の関係 

・ ベントナイト系材料のゲル密度とコロイドろ過機能の関係 

それぞれ定量化されて議論されている。しかしこの議論の前提としてベントナイトの方が Na

型であることが挙げられる。Ca 型ベントナイトや Ca 型化したベントナイトなどの特性につい

てはデータ取得が進められているが 30)，定量的な検討のためにはまだデータ取得が不十分であ

り不確実さが残る。 

(2) 今後取得される調査データについて 

また，天然コロイドの種類や存在量については処分サイトが確定することにより，より現

実的なデータの取得が可能になる。 

 
4.4.3 サイト情報に関する不確実性 

疑似コロイドの挙動は，次の各条件により決定される。 

・ 地下水環境に依存したコロイドの種類，存在量，安定性 

・ 岩盤亀裂の形状，性状，亀裂表面の物理的・化学的特性 

これらに関してはサイトが決まることによって，より現実的な情報を得ることが出きる。なお，

これらに関する分析手法や評価手法が必ずしも確定しているわけではなく，たとえば天然コロイ

ドの特性については現在でも種々の開発が進められている31),32)。このためサイトが決定されたと

しても，分析技術面で不確実性が残る。 
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ＲＣ－０８：母岩での硝酸塩影響 

 
１．名称 
母岩での硝酸塩影響（RC-08） 

 
２．概要 
当該 FEP では硝酸塩を含む廃棄物から浸出した硝酸イオンが母岩に対して与える影響を対象と

する。母岩中での硝酸塩の存在は，地下水の密度，粘性を増加させることにより水理特性や地下

水流動に影響する。また地下水中に溶解した硝酸塩と母岩との反応や地下水中のイオン強度の増

加を生じ母岩の収着性能に影響する。これらの硝酸塩影響は，母岩での硝酸塩濃度が関連し，硝

酸塩濃度は処分施設内における移流・分散，拡散現象による溶質移動により影響される。また母

岩と硝酸塩の反応に関連する窒素の化学形態は，処分施設内での硝酸塩の変遷（硝酸イオンは廃

棄体の腐食，処分施設内の各部位の化学的変質，有機物，微生物影響などにより変化する可能性

がある）により影響される。 

 
３．安全性への影響機構 
主に再処理工程から生じた硝酸塩を含む廃棄物（廃棄物での硝酸塩影響参照）の硝酸塩は地下

水と接触することにより地下水中に溶解し，主に Na+と NO3
-のイオンに分かれる。地下水中の窒素

は，酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在等により様々な化学形態をとる。処分施設内に多量に

存在するセメント系材料により処分施設内の地下水環境は高アルカリ性となると考えられる。

NO3
-イオンは処分施設内の酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在に応じた化学形態をとり，処分

施設内の移流・分散，拡散現象により母岩中に浸出する。 

処分施設から浸出した硝酸イオンにより，母岩の地下水の pH，地下水組成を変化させる。硝酸

イオンが高濃度で存在した場合，地下水の密度，粘性が変化することにより透水係数が変化する

可能性がある。また硝酸イオンが高濃度で存在した場合，地下水中のイオン強度を増加させ，母

岩への分配係数を低下させる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 地下水中における窒素の存在形態 

地下水中における窒素は，地下水の酸化還元電位，pH，微生物や鉄の存在により，図 1 に示す

様に液相：NO3
-，NO2

-，HNO2，NH4
+，NH4OH（ＮＨ３aq），気相：N2O，NO，NH3 といった様々な化学形

態をとりうる1)。このうち処分環境である低 Eh 高 pH の状態では，NH3や NH4OH（ＮＨ３aq）が安定

系となる。実際に密閉されたガラス容器を用いて炭素鋼と硝酸ナトリウムを共存させ，低 Eh 高

pH 条件で 1～6 ヶ月程度保持した実験では NO3
-の変遷生成物として NO2

-，NH4OH（ＮＨ３aq）が確認

でき，それ以外の化学形態は確認できなかった。また，NO2
-は中間生成物であり，その濃度は反

応期間が長くなるにつれて減少し，最終生成物として NH4OH（ＮＨ３aq）が増加する傾向にあった。 

鉄共存下における窒素の化学形態については，嶺ほか2)により硝酸ナトリウム濃度 0.001～

100mol/l，鉄添加量（還元鉄，線状炭素鋼，粉末炭素鋼のいずれか）0.026～117g/l の範囲の試

験が実施された結果，炭素鋼では硝酸イオンからの変遷が確認できなかったことを報告している。 
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なお窒素には図 2 に示す様に有機系窒素形態があり，これらは環境中の動植物や微生物が関与

する3)。微生物が酸素の代わりに NO3
-を用いて有機物を分解する（脱窒と呼ばれる）ことにより硝

酸や亜硝酸が窒素に還元される。脱窒能を有する細菌は 20 属以上が知られており4)，農地や土壌

表層や植物の根に多くの脱窒菌が存在する。処分環境である還元性環境下で活動する脱窒菌は，

酸素濃度が低い条件下で硝酸や亜硝酸を電子受容体として利用する。ただし脱窒菌の影響や脱窒

反応自体は土壌や肥料の分野で多くの研究例があるものの地下深部の環境での研究例は見当たら

ない。 

TRU 処分施設環境下における窒素の化学形態については，明らかとされておらず現在において

も試験研究が続けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1 窒素起源の無機化学形態の Eh-pH equilibrium diagram1) 
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図 2 動植物に関連する窒素の流れ 3) 

 

4.1.2 粘性，密度変化に対する透水係数への影響 

透水係数 kは次式で表されるため，地下水中の密度，粘性の変化は透水係数に対して影響する。 

μ

ρKk =  

 ここで，k：透水係数，K：固有透過度，ρ：流体の密度，μ：流体の粘性係数 
 

4.1.3 分配係数に対する影響 

母岩に対する分配係数は，pH やイオン強度の影響を受ける。北村5)は，岩種を代表する鉱物と

して石英を選び，石英に対する Li+，Na+，K+，Cs+，NpO2+，Sr2+，Ba2+，Eu3+，Am3+の分配係数が pH，

及びイオン強度に対して依存性があることを示しており，また解析により電気二重層モデルによ

る説明が可能であることを示している。また硝酸塩共存下における C-14(oa)の分配係数が取得さ

れた。試験では軽石を含む凝灰岩及び軽石を含む砂岩を対象とし，分配係数が硝酸塩濃度の影響

を受けることが確認されている6)。 

 
4.2 経時変化予測 

処分施設外に漏洩した硝酸イオンのプルームの広がり検討した２次元物質移行解析では，堆積

岩系岩盤では処分施設から百数十メートル広がった後濃度が極めて低くなり，結晶質岩系岩盤で

は硝酸塩濃度10mol/m3のプルームが8万年後に処分施設から2kmの地点まで達したという結果が
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得られている7)。この結果は母岩の水理，物質移行特性によって変化するが，処分施設外の広範

囲にわたって硝酸塩プルームの影響を受ける可能性があることを示している。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 
・ 窒素（硝酸イオン）の化学形態 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 硝酸塩共存下における母岩への影響の程度 
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ＲＣ－０９：母岩での硫酸塩影響 

 
１．名称 
母岩での硫酸塩影響（RC-09） 

 
２．概要 
当該 FEP では硫酸塩を含む廃棄物（主に余裕深度処分廃棄物に該当する）から浸出した硫酸イ

オンが母岩に対して与える影響を対象とする。硫酸塩を含む廃棄物が地下水と接触することによ

り硫酸塩は速やかに溶解し， 処分施設内の移流・分散， 拡散現象によって母岩中に移行する。 

母岩中における硫酸イオンは， 地下水中の密度， 粘性を変化させ透水係数に影響する可能性

がある。また地下水中のイオン強度を増加させることにより母岩の収着性能に影響する可能性が

ある。また微生物の中には硫酸塩還元菌等の硫酸イオンに関連する微生物が存在する可能性があ

り， それら微生物活動の活性化を高める可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構 
母岩における地下水には， 一般に母岩の風化作用等によって硫酸イオンがもともと存在する。

また処分施設から母岩中へ浸入する地下水中には， 廃棄物から浸出した硫酸イオンに加え緩衝材

から溶出した硫酸イオンも存在する。 

処分施設から浸出した硫酸イオンにより， 母岩の地下水の pH， 地下水組成を変化させる。硫

酸イオンが高濃度で存在した場合， 地下水の密度， 粘性が変化することにより透水係数， 拡散

係数が変化する可能性がある。また硫酸イオンが高濃度で存在した場合， 地下水中のイオン強度

を増加させ， 母岩への分配係数を低下させる可能性がある。また硫酸塩還元菌などの硫酸塩を活

動源とする微生物の存在に対しては， 微生物の活性を高める可能性があり， ロックボルトなど

の鋼製部材の腐食を早める可能性がある。 

しかし硫酸イオンがもともと地下水に存在していること， また処分施設外に浸出した硫酸イオ

ンは， 母岩中の大量の地下水によって希釈されることから， 母岩の化学環境に与える影響は小

さいと考えられる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

透水係数 k は次式で表されるため， 地下水中の密度， 粘性の変化は透水係数に対して影響す

る。 

μ

ρKk =  

ここで， k：透水係数， K：固有透過度， ρ：流体の密度， μ：流体の粘性係数 

 
母岩に対する分配係数は， pH やイオン強度の影響を受ける。北村1)は， 岩種を代表する鉱物

として石英を選び， 石英に対する Li+， Na+， K+， Cs+， NpO2+， Sr2+， Ba2+， Eu3+， Am3+の pH， 

及びイオン強度の依存性を示しており， また解析により電気二重層モデルによる説明が可能であ
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ることを示している。 

 
4.2 経時変化予測 

処分施設より漏洩した硫酸イオンは， 処分施設から浸出した後広範囲に移行するものと考えら

れる。しかしながら， 硫酸イオン濃度の時間変化は不明である。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 当該 FEP に付随する概念的不確実性 

特になし。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

特になし。 
 
＜参考文献＞

 
[1] 北村暁：岩石に対する陽イオンの収着メカニズム，「天然バリア Kd」専門研究会報告書，

KURRI-KR-44，pp.119-130. 
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ＲＣ－１０：母岩でのガスの発生と影響 

 
１．名称 

母岩でのガスの発生と影響（RC-10） 

 
２．概要 

母岩に施工されたロックボルト等の炭素鋼の腐食，有機物の分解，地下水の放射線分解等に

より，母岩からガスが発生する。ガスが発生することにより内部圧力が上昇し，汚染水が排出

される可能性がある。また，ガス圧により，母岩を破壊する可能性がある。さらに，ガス透気

経路が生成された場合は，放射性ガスの移行が促進される可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 

母岩及び廃棄体容器は主要なガス発生源と考えられる。母岩でガスが発生し，蓄圧された場

合，処分システムの安全性に対して以下のような影響を及ぼす可能性がある。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ニアフィールド岩盤が力学的に許容できる圧力を越えた場合，ニアフィールド岩盤が破

壊され，例えば卓越的な経路が発生して核種の漏出が促進される可能性がある。 

ガス透気経路が生成された場合は，放射性ガスの移行が促進される可能性がある。 

一方，発生した H2による還元性の向上で放射性核種の溶解度が低減する可能性がある。 

 

3.2 安全性への影響度合 

処分施設内のガス発生量が，ガスが間隙水に溶解して処分施設外へ散逸する量を上回る場合は，

処分施設内外の圧力が上昇し，ニアフィールド岩盤が破壊され，例えば卓越的な経路が発生して

核種の漏出が促進される可能性がある。また，影響の大きさは処分施設のデザイン，施設を構成

する材料の透気特性等により異なる。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

4.1.1 ガス発生 

ニアフィールド母岩においては，以下のようなガス発生メカニズムが考えられる。 

炭素鋼の腐食による H2ガスの発生 

廃棄体から漏出したセルロースやビチューメンなどの有機物による微生物分解による

H2，CH4，CO2等の発生 

間隙水及び有機材料の放射線分解による H2等の発生 

α崩壊による He ガスの発生 

 

還元雰囲気における鉄の腐食に伴うガス発生量は，鉄の腐食生成物が最終的に地質環境条件で

最も安定であると考えられているマグネタイトになることを想定すれば，以下の反応式により評

価することが可能である 1)。 

)(2)(432)( 443 gss HOFeOHFe +→+  
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ニアフィールド母岩には，アンカーが打たれる場合があり，それが嫌気性腐食してガスが発生

する可能性がある。また，ニアフィールド母岩における有機物や放射性核種の量は廃棄体領域と

比較して非常に小さく，これらに起因するニアフィールド母岩でのガス発生量は廃棄体領域での

ガス発生と比較して非常に小さいと予想される。 

 
4.1.2 人工バリア間隙水の早期放出 

人工バリア内の蓄圧の評価を行うためのモデルは，気・液２相流モデルが一般的である。第 1

次 TRU レポート 2)では，ＴＲＵ廃棄物地層処分の処分概念に対して Darcy２相流モデルにより２

次元解析を行い，処分施設内の飽和度，間隙圧力，排出水量の経時変化を評価している。その結

果，ガス圧による間隙水の排出量は，ガスの影響を考慮しない場合の流出水量と比較して大きく，

核種移行に有意な影響を及ぼす可能性が示唆されている。 

 
4.1.3 ガス圧による周辺岩盤（ニアフィールド岩盤）の破壊 

第１次 TRU レポート 2)では，上述の解析により得られた間隙圧力を用いて，応力変形解析を行い，

力学的影響を確認している。その結果，掘削時の応力解法に対して内圧が壁面近傍の岩盤の拘束

力として作用し，空洞近傍岩盤の局所安全率は増加し，より安定な状態となっている。 

 

4.1.4 放射性ガスの移行促進 

発生したガスに伴い放射性ガスも放出され，C-14, I-129, Se-79, Rn-222 といった揮発性ある

いはガス状の核種の移行が促進される可能性がある。しかしながら，人工バリアにおいてこれら

の核種がどの程度の割合で揮発しているかについては知見に乏しい。また，核種の移行モデルに

ついても詳細な検討事例はない。 

 
4.2 経時変化予測 

該当無し。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当無し。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
現状では母岩におけるガス透気を均一媒体として評価しているが，亀裂を含む岩盤であればそ

の限りではない。また，ガス移行モデルにおいては，気・液２相流モデルを用いているが，気・

液２相流＋力学連成モデル 3)による評価や，巨視的な破壊モードの検討について未実施である。 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

ニアフィールド母岩に対するガスの移行特性は，サイトに依存する。また，岩盤の不均一性に

起因する不確実性を有する。さらに掘削時の影響を受ける可能性がある。 
 

＜参考文献＞ 
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[1] Moreno, L. et al.(2001):Project Safe  Gas Related Processes in SFR, SKB R-01-11. 

[2] 共同作業チーム，核燃料サイクル開発機構，電気事業連合会（2000）:TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001, TRU TR-2000-01. 

[3] Olivella, S., A.Gens, J.Garrera and E.Alonso(1996):Numerical Formation for a 

Simulator (CODE BRIGHT) for the Coupled Analysis of Saline Media,Engineering 

Computations. 13(7) 87-112. 
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ＲＲ－０１：母岩での核種の崩壊・生成 

 
１．名称 

母岩での核種の崩壊・生成（RR-01） 

 
２．概要 

母岩では，処分施設から移行してきた放射性核種が崩壊し，娘，孫核種が生成する。これに

より，母岩での核種のインベントリや同位体分率が時間と共に変化する。 
核種の崩壊・生成は放射線の発生を伴うため，そのエネルギーが母岩に吸収された場合には

放射線損傷を，母岩間隙水に吸収された場合には水の放射線分解による間隙水性状の変化を，

それぞれもたらす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合い 

3.1 核種移行への直接的な影響 
核種の崩壊・生成に伴うインベントリ及び同位体分率の経時変化は，第一に，核種移行解析

におけるソースの経時変化として重要である。さらに以下のパラメータについても，インベン

トリ及び同位体分率の経時変化が影響する。 

収着分配係数については，線形のisothermの場合には常に一定としうるが，非線形のisotherm

の場合にはインベントリの変化に応じて収着分配係数も変化することから，インベントリの経

時変化が重要である。特に，非線形収着機構が収着容量から説明される場合には，同位体分率

の経時変化も重要となる（収着容量に対する同位体分配）。 

 
3.2 放射線による影響 

核種の生成・崩壊に伴って発生する放射線（α線， β線，γ線，中性子線）が及ぼす影響と

して，以下が考えられる。 

• 

• 

• 

• 

固体の放射線照射では，結晶格子中の原子がはじきだされ，格子に空孔が残り，空孔の

移動によるボイド生成や形状変化等に起因する物理化学的特性の変化がもたらされる。

このような放射線損傷により，母岩の特性が変化する可能性がある。 

母岩の間隙水に放射線が照射されると，水の放射線分解により間隙水性状の変化（pH/Eh

変化，ガス発生等）をもたらされる可能性がある。地下深部の還元性雰囲気は処分の安

全性にとって好ましい状況であることから，水の放射線分解による影響の中でも特に，

H2O2等の生成酸化種が残存して酸化性雰囲気を形成する可能性が懸念されている。 

有機物については，放射線を照射されると放射線分解により低次の有機物に分解する可

能性がある。 

放射線により廃棄体での微生物活動は一般に不活性化する。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

核種の崩壊形態，および崩壊定数等に関する知見については，いくつかの既往文献 1), 2), 3), 4) 
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が利用できる。 

 
4.2 経時変化予測 

母岩での核種の崩壊・生成の経時変化は，同領域を対象とした核種移行解析の支配方程式（移

流分散方程式）中の崩壊・生成項として考慮される。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし。 
 
4.4 不確実性 

核種の崩壊のような核物理現象については比較的良く理解されており，主要核種の崩壊定数

についても信頼性の高いデータが整備されているものと考えられる。 

 

＜参考文献＞ 
[1] Croff,A.G. (1980) : A User’s manual for the ORIGEN2 computer code, ORNL/TM-7175, 

Oak Ridge National Laboratory. 

[2] Firestone, R.B. & Shirley, V.S. (1998) : Table of Isotopes, 8th edition. John Wiley 

& Sons. 

[3] ICRP (1996) : Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of 

Radionuclides : Part 5. Compilation of Ingestion and Inhalation Dose Coefficients. 

ICRP PUBLICATION 72. 

[4] 河合勝雄，外川織彦，山口勇吉，須賀新一，沼宮内高雄 (1990)：電離放射線防護関係法

令に準拠するためのアクチニド元素に関する単位摂取量当りの預託実効線量当量率の一

覧表（JAERI-M 87-172 補遺），JAERI-M 90-22． 
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ＲＲ－０２：母岩間隙水での放射線分解 

 
１．名称 
母岩間隙水での放射線分解（RR-02） 

 
２．概要 
透過γ線あるいは移行してきた核種の崩壊に伴う放射線による母岩間隙水の放射線分解は，ガ

ス発生や酸化性雰囲気の形成など，母岩近傍の化学環境の変化をもたらす可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
水の放射線分解により，次のようなプライマリー生成物が生成する。 

H2O･･･→e-aq，OH，H，H2O2，H2，H+ 

これらの化学種は母岩間隙水において種々の生成・消滅反応を繰り返しながら，次第に比較的

安定な最終生成物に終息する。一般に最終生成物には H2，H2O2，微量の O2などが含まれる。 

このうち H2は還元剤として，H2O2は酸化剤としてそれぞれ作用するが，H2がガスとして散逸し

たり，相対的に早い速度で液相中を移行したりした場合，残留した H2O2によって酸化性雰囲気が

形成される可能性が指摘されている 1)。母岩間隙水が酸化性雰囲気となった場合，母岩構成鉱物

の溶解反応に影響を及ぼす可能性がある。また，酸化還元電位に敏感な放射性元素の存在形態（酸

化状態）が変化することによって，それらの母岩への収着分配係数などに影響を及ぼすことが考

えられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
母岩は，廃棄体からは位置的に離れており，放射線による線量率は極めて低い場になっている

と考えられる。したがって，人工バリアが機械的に破壊されて廃棄体と母岩が隣接してしまった

り，母岩において放射性核種の特異な濃集現象が起こったりしない限りは，放射線分解に伴うガ

ス発生も酸化性雰囲気の形成も，いずれも有意な影響を持ち得ないと考えられる。 
 

4.2 経時変化予測 

該当せず。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当せず。 
 

4.4 不確実性 

該当せず。 

 

＜参考文献＞ 
[1] Grenthe, I., Puigdomenech, I. and Bruno, J. (1983): The possible effects of alpha 
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and beta radiolysis on the matrix dissolution of spent nuclear fuel, KBS TR 83-02.
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ＲＲ－０３：母岩の放射線損傷 

 
１．名称 

母岩の放射線損傷（RR-03） 

 
２．概要 
放射性核種の崩壊に伴う放射線によって，母岩が放射線損傷を受け，それにより母岩の特性が

変化する可能性がある。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 
母岩が部分的に放射線損傷を被った場合，間隙構造，収着性能等が局所的に変化する可能性

がある。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
母岩は，主要な放射線源となる廃棄体から離れた位置にあり，特異な濃集現象が生じない限

りは照射損傷を引起こす放射性核種の存在量も少ないことから，放射線による影響は小さいと

考えられる。 
 

4.2 経時変化予測 

該当なし 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

該当なし 
 

4.4 不確実性 

該当なし 
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ＲＮ－０１：母岩の物質移動特性 

 
１．名称 

母岩の物質移動特性 (RN-01) 

 
２．概要 
母岩は人工バリアや処分施設を包蔵する岩体または天然バリアのことである。OECD/NEA の国際

FEPs 1) では，「掘削によって機械的に擾乱される領域を除く，処分場が設置される岩体の特徴，

特性で，処分場の閉鎖の前にも後にも変化する可能性がある。関連する特性は熱伝導率，透水係

数，圧縮，剪断強度，空隙などを含む。」としている。 

母岩の物質移動特性は，亀裂を含む間隙構造と収着特性および周辺の地下水条件によって決定

される。 

卓越した亀裂がない状態では，母岩全体が透水場となり，卓越した亀裂がいくつかある場合に

は，亀裂部が移流場となり，マトリクス部は拡散場もしくは亀裂部よりも流れの小さい移流・分

散場になる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
母岩の物質移動特性は，放射性廃棄物処分の安全性において最も重要な特性の１つである。母

岩，すなわち天然バリアに期待される物質移動の観点からの重要な特性は，放射性核種の移動の

抑制と分散である。放射性核種の移動の抑制は母岩中の地下水流速，収着特性，実効拡散係数に

依存する。多孔質性の母岩では，一般的には地下水流速と収着特性が重要な特性であり，亀裂性

の母岩では，亀裂内流量，亀裂頻度，マトリクス部の実効拡散係数および収着特性が重要である。

これらの特性は母岩中を放射性核種が移動する速度を支配し，生物圏に到達するまでの時間の間

の放射性減衰が安全性に大きな影響を与える。 
また，母岩中の放射性核種の移動に伴う分散は，空間的に分散する結果として生物圏に到達す

る放射性核種のフラックスを時間的に分散する効果，および着目点での放射性核種濃度を低減す

る効果を有する。 
 

3.2 安全性への影響度合 

母岩の物質移動特性は，移流・分散や拡散，収着といった物質移動特性の個々の現象を介して，

放射性核種の移行遅延と分散によって安全性に影響する。移行遅延の影響度合は，生物圏までの

放射性核種の到達時間と半減期に依存し，指数関数的に影響する。一方，分散については，人工

バリアからの放射性核種の放出が母岩中の移行時間に比べて長い場合には，あまり大きな感度を

有さないが，母岩中の移行時間の方が長い場合には，生物圏への放射性核種のフラックスの最大

値は移行距離や分散係数に反比例する。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
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水中に溶解または浮遊した物質の移動のドライビングフォースは，水の流れに伴う移流と溶質

の熱運動とブラウン運動に起因する拡散である。したがって，水中に溶解した物質の移動は，母

岩の形状と間隙構造を厳密にモデル化すれば，移流と拡散および媒体との相互作用を記述するこ

とによってモデル化することができる。 
母岩の物質移動特性として重要な特性は，透水係数，亀裂を含む不均質性，マトリクスの実効

拡散係数，分散係数，収着特性であり，透水係数，亀裂を含む不均質性は透水特性で扱われてい

る。 
マトリクスの実効拡散係数は，亀裂性の媒体で重要な特性であり，母岩の有効間隙率に依存す

る（図１参照）。この特性は，拡散係数が大きいほど線量の低減効果が大きくなるという特徴を有

する。 

 
図１ 母岩マトリクスの実効拡散係数の測定例 2) 

 
分散長については，いくつかの研究事例があるが，ここでは，H12レポートの例を図２に示す2）。

多くの事例では，移行距離の 1/10 程度を中心としてその上下１桁程度に分布している。 
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図２ 母岩中の分散長の測定例 2) 

 
4.2 経時変化予測 

母岩の物質移動特性は，地殻変動などの長期的な地質構造の変化や風化作用などの化学的な影

響に伴い，変化する可能性がある。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

岩自体が自然のものであり，対象となるサイトの母岩以外の岩に対する知見はナチュラルアナ

ログそのものともいえる。 
 
4.4 不確実性 

母岩の物質移動特性の不確実性の最も大きな要因は，核種移行経路となる母岩の間隙構造を全

ては調査できないこと，および，長期的な現象を実証することができないことによる。特に亀裂

に関しては，大きなものを除いて不確実性を排除することは困難である。 
 

4.4.1 現象に関する不確実性 
母岩の物質移動特性は，透水係数，亀裂を含む不均質性，マトリクスの実効拡散係数，分散係

数，収着特性などであり，現象としての不確実性は小さいが，長期的な変化に関しては不確実性

を有する。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

母岩の物質移動特性の不確実性の最も大きな要因は，核種移行経路となる母岩の間隙構造を全

ては調査できないこと，および，長期的な現象を実証することができないことによる。特に亀裂

に関しては，大きなものを除いて不確実性を排除することは困難である。 
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ＲＮ－０２：核種の移流・分散 

 
１．名称 
核種の移流・分散(RN-02) 

 
２．概要 
移流(advection)とは，地下水のマクロな流れによって水中に溶存する物質が移動することを意

味し，分散(dispersion)とは地下水流路におけるミクロな経路の屈曲や，流路の中心と固相近傍

とのミクロな流速の差異，亀裂などによる部分的な流速の不均質性などによって，溶存物質が広

がる現象を総称したものである。溶存物質と固相との相互作用の不均質性や速度論的影響なども

含まれる場合もある。 

多孔質性の母岩においては，比較的均質な地下水流動場になることが予想され，母岩中の物質

移動は透水係数と動水勾配によって地下水流速が極めて小さい場合には拡散による移行が卓越し，

それ以外の場合には移流・分散による移動が卓越する。 

亀裂性の母岩については，亀裂部は移流・分散が卓越し，マトリクス部は拡散支配になること

が予想される。 
 

３．安全性への影響機構及び影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
母岩中での物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要なものであり，どちらが卓

越するかは，この領域でのミクロな地下水流速によって決まる。多孔質性の母岩で，透水係数や

動水勾配が小さい場合や亀裂性母岩のマトリクス部は，移流・分散は小さく拡散支配になると考

えられるが，それ以外および亀裂性母岩の亀裂部においては，移流・分散が卓越すると考えられ

る。 
この現象は，放射性核種の生物圏までの移行時間に関係し，その間の放射性核種の減衰と分散

による最大濃度の低下という形で安全性に影響する。 
 

3.2 感度 

移行遅延の影響度合は，生物圏までの放射性核種の到達時間と半減期に依存し，指数関数的に

影響する。一方，分散については，人工バリアからの放射性核種の放出が母岩中の移行時間に比

べて長い場合には，あまり大きな感度を有さないが，母岩中の移行時間の方が長い場合には，生

物圏への核種フラックスの最大値は移行距離や分散係数に反比例する。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
地下水の流れによる移流については，一般的に下記の移流分散方程式（簡単のため１次元で，

崩壊生成を除いて示す）の移流項（右辺第２項）で表現される。 

R 母岩-86 



 

)i,t(S
x
CV

x
CD

t
CRf 2

2
+

∂
∂

⋅ε−
∂
∂

⋅ε=
∂
∂

⋅ε ------------------------------ (1) 

C : 間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

D : 媒体中の分散係数 (m2/s) 

ε : 媒体の間隙率 (－) 

Rf : 媒体中の遅延係数 (－) 

V : 媒体中の地下水流速 (m/y) 

S(t,i) : 生成項 (Bq/y) 
一方，分散については，右辺第１項の拡散項で考慮されるのが一般的である。この場合，εD=De+

εαLV（De:実効拡散係数 (m2/s)，αL:分散長 (m))として，地下水流速に分散長を乗じた形で与

えられ，分子拡散との合計で与えられる。 

母岩中での分散長については，母岩の物質移動特性 (RN-01)に示した。 

(1)式を空間的に詳細にモデル化すると亀裂性の母岩についても考慮することができるが，亀裂

の特徴を考慮した場合には，以下のようなモデル（簡単のため１次元で，崩壊生成，生成項を除

いて示す）が用いられている。 
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Cm : マトリクス間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

Dem : マトリクス中の実効拡散係数 (m2/s) 

εm  : マトリクス中の間隙率 (－) 

Rfm : マトリクス中の遅延係数 (－) 

b : 亀裂開口幅の 1/2 (m) 
 
 

4.2 経時変化予測 

母岩中の移流・分散の経時変化は母岩の物質移動特性の経時変化に依存する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

種々の岩における物質の移流・分散に関する知見は，対象とする母岩に対するナチュラルアナ

ログということもできる。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

母岩の移流・分散の不確実性は母岩の物質移動特性の不確実性に依存する。 
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4.4.2 データに関する不確実性 

分散長については，母岩のミクロな間隙構造に依存し，均一ではないので不確実性が大きいと

考えられる。また，亀裂の分布に関しては不確実性が大きく，この部分の移流・分散の不確実性

が大きい。これらの不確実性は調査の進展に伴って低減することができる。 
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ＲＮ－０３：核種の拡散 

 
１．名称 
核種の拡散(RN-03) 

 
２．概要 
水中に溶解または浮遊した物質は，水の流れに伴う移流・分散が十分に小さい場合であっても，

溶質の熱運動とブラウン運動に起因する拡散によって移動する。拡散現象は個々の分子レベルで

みた場合にはランダムな動きであるが，全体としては着目する物質の濃度の高い方から低い方向

に移動する。 
多孔質性の母岩においては，比較的均質な地下水流動場になることが予想され，母岩中の物質

移動は透水係数と動水勾配によって地下水流速が極めて小さい場合には拡散による移行が卓越し，

それ以外の場合には移流・分散による移動が卓越する。 
亀裂性の母岩については，亀裂部は移流・分散が卓越し，マトリクス部は拡散支配になること

が予想される。 
 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
母岩中での物質の移動メカニズムは移流・分散と拡散の２つが主要なものであり，どちらが卓

越するかは，この領域でのミクロな地下水流速によって決まる。多孔質性の母岩で，透水係数や

動水勾配が小さい場合や亀裂性母岩のマトリクス部は，移流・分散は小さく拡散支配になると考

えられるが，それ以外および亀裂性母岩の亀裂部においては，移流・分散が卓越すると考えられ

る。 
核種の拡散は亀裂性の母岩のマトリクス部の拡散が重要であり，この場合，実効拡散係数が大

きいと亀裂部からマトリクス内への移行が大きくなり，収着に寄与する母岩の体積が増加し，遅

延効果が大きくなる。 
この現象は，放射性核種の生物圏までの移行時間に関係し，その間の放射性核種の減衰と分散

による最大濃度の低下という形で安全性に影響する。 
 

3.2 影響度合 

移行遅延の影響度合は，生物圏までの放射性核種の到達時間と半減期に依存し，指数関数的に

影響する。マトリクス拡散については，実効拡散係数が大きくなると母岩内部まで核種が浸入す

るので，遅延効果は大きくなるものと考えられる。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
地下水の流れによる移流については，一般的に下記の移流分散方程式（簡単のため１次元で，

崩壊生成を除いて示す）の移流項（右辺第２項）で表現される。 
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C : 間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

D : 媒体中の分散係数 (m2/s) 

ε : 媒体の間隙率 (－) 

Rf : 媒体中の遅延係数 (－) 

V : 媒体中の地下水流速 (m/y) 

S(t,i) : 生成項 (Bq/y) 

一方，分散については，右辺第１項の拡散項で考慮されるのが一般的である。この場合，ε

D=De+εαLV（De:実効拡散係数 (m2/s)，αL:分散長 (m))として，地下水流速に分散長を乗じ

た形で与えられ，分子拡散との合計で与えられる。 

母岩中での分散長については，母岩の物質移動特性 (RN-01)に示した。 

(1)式を空間的に詳細にモデル化すると亀裂性の母岩についても考慮することができるが，亀

裂の特徴を考慮した場合には，以下のようなモデル（簡単のため１次元で，崩壊生成，生成項

を除いて示す）が用いられている。 
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Cm : マトリクス間隙水中の核種濃度 (Bq/m3) 

Dem : マトリクス中の実効拡散係数 (m2/s) 

εm  : マトリクス中の間隙率 (－) 

Rfm : マトリクス中の遅延係数 (－) 

b : 亀裂開口幅の 1/2 (m) 

 
 

4.2 経時変化予測 

母岩中の拡散については，母岩の物質移動特性の経時変化に依存するが，ほとんど変化しない

ものと考えられる。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

種々の岩における核種の拡散に関する知見は，対象とする母岩に対するナチュラルアナログと

いうこともできる。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
母岩での核種の拡散の不確実性は母岩の物質移動特性の不確実性に依存する。 
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4.4.2 データに関する不確実性 

マトリクス拡散の拡散係数は，母岩の間隙率に依存するものであるため，不確実性は比較的小

さいと考えられる。 
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ＲＮ－０４：核種の収着 

 
１．名称 

核種の収着(RN-04) 

 

２．概要 
母岩領域における放射性核種の存在形態としては，一般に，①移動性成分（通常は溶解性核種

だが，揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と，非移動性の②沈殿成分，③吸着成分が考

えられる。 
核種の収着は固液界面での現象であり，固相である母岩の表面特性と液相である地下水の地球

化学的特性に依存する。また，母岩での収着の概念は，母岩を多孔質媒体近似する場合と亀裂性

媒体近似する場合とで，その考え方に相違がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
「収着(sorption)」とは，本来，気体または溶液中の溶質が固体表面および内部に取り込まれ

る現象を包括的に示す言葉であり，物理吸着，イオン交換，表面錯体形成，鉱物化等の現象を含

んでいる。これら素現象の駆動力となっているものは，物理吸着では van der Waals 力，イオン

交換では静電ポテンシャル，表面錯体形成では共有結合，鉱物化ではギブス自由エネルギーの不

均衡である。 

収着の程度を定量化する最も一般的なアプローチは，分配係数 Kd [m3 kg-1]の導入である。放

射性元素 iの当該固相への分配係数 Kd,i は，固相への収着濃度 Si [mol kg-1]と液相中の濃度 Ci 

[mol m-3]の比として，次のように定義される。 

   
i

i
i C
S

Kd =      (1) 

分配係数を導入する場合，通常，収着反応が可逆であること，収着反応が平衡状態にあること

を前提とする。さらに，収着する放射性元素の存在量に対して固相側の収着サイトの存在量が十

分に多いことが明らかな場合には線形収着が成立し，分配係数は，放射性元素濃度によらず，常

に一定の固有値として取り扱うことができる。しかしながら実際には，不可逆な収着や 1)，収着

の非線形性が認められる観察事例 2)も報告されている。 

 
４．理解の現状 
4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 多孔質媒体／亀裂性媒体での収着の取り扱い 
母岩となりうる岩種は様々であるが，物質移行の観点からは多孔質媒体として近似できると考

えられる堆積岩系のものと，亀裂性媒体として近似できると考えられる結晶質岩系のものとに大

別している。母岩への収着の概念モデルは，核種移行の観点から当該岩種をいずれの媒体として

近似するかによって，次のように異なることとなる。 

 

【多孔質媒体近似の場合】 
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人工バリア材への収着概念モデルと同じものであり，液相の核種濃度と固相の核種濃度の比

として定義される分配係数によって収着の程度を表現する。メカニズムとしては，収着に与る

有効固相表面積が比較的大きいことが特徴である。 

 

【亀裂性媒体近似の場合】 

原理的には次の２つの移行遅延メカニズムが混在する。 

• 

• 

亀裂内充填鉱物（例えば風化した粘土鉱物）への収着→多孔質媒体の場合と同様 

岩マトリクス部への拡散浸透→マトリクス拡散 

フィールドでの観察では，亀裂内部には粘土鉱物の変質鉱物のような充填物が確認されるこ

とが多い。このような亀裂内充填鉱物は，放射性核種に対する良好な収着サイトとして機能す

ることが大いに予想されるが，その特性を定量的に評価するのに困難な場合も多く，性能評価

上は保守的に，その性能を考慮しないことが多い。亀裂内充填鉱物への収着メカニズムは多孔

質媒体と同一である。 

一方，亀裂に接する部分では母岩マトリクスの微小空隙あるいは鉱物粒界を介して岩マトリ

クス内部の一定の深さにまで放射性核種が拡散浸透することが考えられる（マトリクス拡散）。

みかけの拡散係数における分配係数によって，収着の程度が定量化される。先の多孔質媒体の

場合の収着と異なる点は，収着に与る有効固相表面積が比較的小さく，亀裂近傍に限定される

ことである。マトリクス拡散については，「RN-03：（母岩での）核種の拡散」において詳述され

る。 

 

4.1.2 JNC 第 2 次取りまとめにおける分配係数設定 

JNC 第 2 次とりまとめでは，レファレンスである花崗岩の場合の分配係数設定 3)と併せて，酸性

結晶質岩（レファレンスの花崗岩に同じ），塩基性結晶質岩，泥質・凝灰質岩及び砂質岩の 4種に

対する分配係数設定も行っている 4)。 

 

4.2 経時変化予測 

母岩での収着プロセスの経時変化は，母岩の地下水性状の経時変化とそれに追随する母岩鉱物

組成の経時変化の複合現象として捉える必要がある。 
より局所的かつ短期的には処分施設による地下水性状擾乱とそれに伴う母岩鉱物変質（過渡的

な酸化性雰囲気の形成，高アルカリプルーム等）が，より広域的かつ長期的には気候変動や隆起・

侵食活動に起因する地下水性状の変化とそれに伴う母岩鉱物変質の可能性が指摘できる。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

Oklo の天然原子炉 5)やウラン鉱床 6)など，自然界での多くの観察事例において，沈殿（鉱物）

生成あるいは吸着による固定化が，放射性元素（特にアクチニド）の移動を抑制する上で非常に

重要な役割を担っていることが示唆されている。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
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収着平衡の成否 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

線形収着／非線形収着 
経時変化を含む収着サイトのキャラクタリゼーション 
収着サイトへの収着のメカニズム 
母岩の不均質性に起因した収着の空間的不均質性 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

海水条件下での分配係数 
分配係数の温度補正 

 

＜参考文献＞ 
[1] Khan, S. A. et al.(1994): Sorption of cesium on bentonite, Waste Management, Vol.14, 

No.7, pp.629-642. 

[2] 福井正美(1999)：各種測定法による溶質の Kd 比較，京都大学原子炉実験所「天然バリア

Kd」専門研究会報告書, KURRI-KR-44, pp.191-196. 

[3] 澁谷朝紀，陶山忠宏，柴田雅博(1999)：核種のベントナイトおよび岩石に対する収着デー

タベース，サイクル機構技術資料，JNC TN8410 99-050. 

[4] 澁谷朝紀，陶山忠宏，柴田雅博(1999)：性能評価で用いる岩石に対する核種の分配係数，

サイクル機構技術資料，JNC TN8410 99-051. 

[5] Brookins, D. G.(1984): Geochemical Aspects of Radioactive Waste Disposal. 

Springer-Verlag. 

[6] Yoshida, H.(1994) : Relation between U-series Nuclide Migration and Microstructural 

properties of Sedimentary Rocks, Appl. Geochem., Vol.9. 
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ＲＮ－０５：核種の沈殿・溶解 

 
１．名称 
核種の沈殿・溶解（RN-05） 

 
２．概要 
母岩領域における放射性核種の存在形態としては，一般に，①移動性成分（通常は溶解性核種

だが，揮発性を有する核種ではガス状もありうる）と，非移動性の②沈殿成分，③吸着成分が考

えられる。 
間隙水中の核種濃度の上限値が溶解度であり，これを越えた場合，最終的には化学平衡が成立

して核種の沈殿固相を形成する。移流あるいは拡散によって核種が移動し，液相の核種濃度が減

少した場合，ひとたび形成された沈殿が再溶解する。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
原理的には，母岩領域においても放射性元素の沈殿が生成する可能性はある。しかしながら，

その広範な空間的希釈効果により母岩間隙水での核種濃度は処分場内のそれよりは低いと考える

のが自然であり，特殊な濃縮プロセスが介在しない限り，母岩領域における放射性元素の沈殿生

成は考えにくい。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

基本的には，母岩領域での放射性元素の沈殿を考慮することはないため，本 FEP に特化したよ

うなモデル／試験研究は散見されない。しかしながら，母岩間隙水の地球化学的特性が与えられ

れば，ニアフィールド間隙水中での溶解度を計算したのと同様，熱力学平衡に基づく地球化学的

計算によって，母岩間隙水での溶解度を算出することは可能である。 

 

4.2 経時変化予測 

母岩間隙水性状の経時変化に追随して，そこでの溶解度も経時変化する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

Oklo の天然原子炉 1)やウラン鉱床 2)など，自然界での多くの観察事例において，沈殿（鉱物）

生成あるいは吸着による固定化が，放射性元素（特にアクチニド）の移動を抑制する上で非常に

重要な役割を担っていることが示唆されている。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
• 

• 

溶解・沈殿平衡が成立しているか（不可逆反応の可能性，over saturation / under 

saturation） 

溶解度制限固相が適切に選定されているか（酸化物／水酸化物，共沈） 
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• 

• 

• 

液相化学種が適切に選定されているか 

 
4.4.2 データに関する不確実性 

溶解度評価に用いられる熱力学データセットについては，なお以下のような不確実性が残っ

ていると考えられる。 

高イオン強度補正（高イオン強度の地下水性状の場合，適切に活量補正できるデー

タがあるか） 

温度補正（25℃での熱力学データ取得が多く，実際の 50-60℃での溶解度補正が可

能か） 
 

＜参考文献＞ 
[1] Brookins, D. G.(1984): Geochemical Aspects of Radioactive Waste Disposal. 

Springer-Verlag. 

[2] Yoshida, H.(1994): Relation between U-series Nuclide Migration and Microstructural 

properties of Sedimentary Rocks, Appl. Geochem., Vol.9. 
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ＲＮ－０６：コロイド形態による核種移行 

 
１．名称 
コロイド形態による核種移行(RN-06) 

 
２．概要 
通常，間隙水中での放射性核種の溶存形態は，分子程度の粒径となっているものと考えられる。

しかしながら，放射性核種がコロイド形態をとる場合，通常の溶存形態の場合とは異なる移行挙

動を示すこととなる。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
天然の地下水中には，何らかの地下水コロイドが存在しているのが一般的である。それら天然

の地下水コロイドの種類は，例えば，①岩石の風化に起因する粘土系鉱物（アルミノ珪酸塩，

kaolinite, gibbsite, SiO2），②鉄／マンガン酸化物，③有機物（フミン質）及び④微生物に大

別される。母岩に移行した放射性核種は，これらの地下水コロイドに吸着して，その移行特性を

変化させる可能性がある。その場合，安全性に係る影響メカニズムとして重要と考えられること

は，①移動性の放射性核種量が相対的に増大すること，②特に疑似コロイドに顕著なこととして，

分子性粒子の場合とは表面電位等化学的特性が異なるため移行特性，吸着特性等が変化すること，

及び③巨大分子であることに起因して狭隘な経路を移行しがたくなることが指摘できる。 

特に，母岩が亀裂性媒体の場合，コロイド形成による安全性への影響が潜在的に大きくなる可

能性がある。現行の亀裂製媒体中核種移行モデルの多くでは，亀裂に接する母岩マトリクスへの

マトリクス拡散を遅延性能として期待しているが，コロイドを形成して粒子径が大きくなった場

合，母岩マトリクスへの拡散浸透が阻害されることが予想される。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
疑似コロイドの形成を想定し，亀裂岩石中での地下水コロイドの影響を評価した核種移行解析

も実施されているが 1,2)，コロイドの存在により核種の移行速度が助長されることや，地下水中で

のコロイドの濃度および核種のコロイドへの分配係数が，評価上とくに重要なパラメータである

ことが示されている 3,4)。 

 

4.2 経時変化予測 
母岩でのコロイド移行の経時変化を考える上で重要な点は，母岩の地下水性状の経時変化に起

因する地下水コロイド特性の経時変化である。 
より局所的かつ短期的には処分施設による地下水性状擾乱（過渡的な酸化性雰囲気の形成，高

アルカリプルーム等）が，より広域的かつ長期的には気候変動や隆起・侵食活動に起因する地下

水性状の変化の可能性が指摘できる。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 
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アメリカのネバダ州核実験場に関する報告例では，実験空洞より 1.3 km 離れた井戸で微量の

プルトニウムを検出しており，その説明として，これまで岩盤へ収着することにより移行速度が

遅いと考えられてきた同放射性元素が，コロイドを形成することによって移行が助長されたもの

と結論し，核種移行の評価においてコロイドの影響を考慮することの重要性を指摘している 5)。 

 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ 高ｐＨ領域における真性コロイド生成の可能性（特にアクチニド） 
・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（組成，粒径分布等） 
・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（可逆／不可逆） 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ 地下水コロイドのキャラクタリゼーション（量，表面電位等） 
・ 地下水コロイドと放射性核種との結合性（結合の程度等） 
・ 疑似コロイドの吸着性 

 
 
＜参考文献＞ 
[1] Hwang, Y., Chambre, P. L., Lee, W. W. and Pigford, T. H. (1990): Analytic studies 

of colloidtransport in fractured porous media, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., Vol.176, 

pp.599-605. 

[2] Smith, P.A. and Degueldre, C. (1993) : Colloid-facilitated Transport of Radionuclides 

through Fractured Media, J. Cont. Hydro., 13, pp.143-166. 

[3] Baek, I. and Pitt, Jr. W. W. (1996) : Colloid-facilitated Radionuclide Transport in 

Fractured Porous Rock, Waste Manage., Vol.16, No.4, pp.313-325. 

[4] 久野義夫，油井三和，黒澤進，加藤博康，上田真三(1999)：亀裂岩石中におけるコロイド

に助長された核種移行の評価，サイクル機構技術資料，JNC TN8400 99-022. 

[5] Kersting, A. B., Efurd, D. W., Finnegan, D. L., Rokop, D. J., Smith, D. K. and Thompson, 

J. L. (1999) : Migration of Plutonium in Groundwater at the Nevada Test Site, Nature, 

397, pp.56-59. 
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ＲＮ－０７：ガス形態による核種移行 

 
１．名称 
ガス形態による核種移行（RN-07） 

 
２．概要 
核種移行解析において移動性核種として評価対象としているのは，通常は水溶液中に溶存して

いる核種である。しかしながら，放射性核種の中には揮発性を有するものがあり，そのような核

種については，ガス形態で移行する可能性がある。 
 
３．安全性への影響機構と影響度合 
地下水シナリオにおいては，地下水を媒体とした核種の移行を前提としており，核種の存在形

態としては，通常，移動性の溶存形態と非移動性の固相（通常は可逆性の沈殿あるいは収着成分）

とが想定されている。これに対し，希ガスやハロゲンのように，潜在的に揮発性を有する放射性

元素の全量あるいは一部が気体として存在した場合，ガスを移行媒体とした核種移行が生じる。 
人工バリアシステムの構成材料に起因するガス生成機構を前提とすると，移行媒体としてのガ

スを構成する主要な成分は，嫌気性条件下での金属の腐食に伴って発生する水素ガス（及び有機

物の微生物分解に伴って発生するメタン等）であり，放射性ガスが存在する場合，この水素ガス

に連行して移行することが考えられる。 
気相内での物質の拡散は，液相内での物質の拡散に比較して速いことから，非放射性ガスに連

行して移行する放射性ガスの実質的な移行速度は，非放射性ガス相そのものの人工バリア及び地

質媒体中の移行速度によって支配されることが予想される。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

使用済み燃料の地層処分では，キャニスタ中に閉じ込められていたガス成分は全てモンモリロ

ナイト粒子をまとった微小気泡として放出されると仮定して評価した例がある 1)。その計算では，

種々の保守的な仮定をおいたとしても生物圏への核種放出量はわずかであるとしている。 

ＴＲＵ地層処分及び余裕深度処分においてガス形態を取りうる重要核種としては Cl-36, 

I-129 及び C-14 までが挙げられるが，最終廃棄体定置時のインベントリ内訳における揮発性成

分の割合はゼロもしくは極めて小さいと考えられる。 

一方，母岩中に存在しうる微生物によっては，液相化学種を気相化学種に転換する能力を有す

るものもある。また，母岩の化学環境の過渡的な変化（酸化性雰囲気，高アルカリ）や長期的な

変化（例えば降水系地下水→海水系地下水の遷移）も，これら揮発性核種の気液平衡に影響を及

ぼす可能性がある。 

したがって，基本的には，ガス形態による核種移行の可能性は小さいと予想されるものの，母

岩におけるこれらの不確定要因に鑑みれば，初期には液相・固相として存在した上記揮発性核種

がガス形態に変化しうる可能性を完全に否定することもまた困難であるように思われる。 
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4.2 経時変化予測 

①金属腐食に伴う水素ガス等，非放射性ガスとの連行が想定されるため，放射性ガスの経時変

化も，腐食の進行，非放射性ガスの逃散現象と同様となる可能性があること，②溶存形態で移流・

拡散で移行する場合に比べ，ガス形態での移行の方がはるかに移行速度が大きいと考えられるこ

と，が指摘できる。 
 
4.3 ナチュラルアナログ 

石油探査の分野では，自然界において石油・天然ガスが濃集されている事実を説明する理論と

して，「背斜理論」2) すなわち透水性の堆積物（例えば砂岩）と不透水性の堆積物（例えば頁岩）

とが互層しているドームあるいは背斜構造が石油・天然ガスの有効なトラップとなっているとい

う考え方が主流である。これら豊富な観察事実は，各地質媒体におけるガス透過性に関するナチ

ュラルアナログを提供しうる。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

放射性核種がガス形態に変化することの確からしさ • 

• 

• 

• 

人工バリア及び天然バリアにおける非放射性ガス相の移行 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

初期インベントリにおける揮発成分の割合 
ガス形態の核種の移行特性に係るパラメータ 

 

＜参考文献＞ 
[1] Nretnieks, I. and Ernstson, M.L.(1997) : A note on radionuclide transport by gas 

bubbles, Mat.Res.Soc.Symp.Proc., vol. 465, pp.855-862. 

[2] Levorsen, R. J(1967) : Geology of Petrolium, 2nd edition, Freeman. 
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ＲＮ－０８：硝酸塩による核種存在形態の変化 

 
１．名称 
硝酸塩による核種存在形態の変化(RN-08) 

 
２．概要 
低レベル濃縮廃液の廃棄体には可溶性の塩である NaNO3 が多量に含まれている。間隙水中に溶

解した NO3
-イオンが間隙水性状によって NH3 / NH4

+イオンまで変化した場合，放射性核種がこれ

ら NO イオン及びアンモニアと錯体を生成することによって，その移行特性が変化する可能性が

ある。 

3
-

 
３．安全性への影響機構と影響度合 
初期の NO3

-から NH4
+／NH3にまで窒素が変化するためには，N2をさらに還元するための強い還元

剤が必要である。自然界においては，N2を還元するプロセスには有機物ないし微生物が介在する

のが一般的であるが，このプロセスは堆積土壌に観察されるものであって，深部母岩中でのプロ

セスとみなしうるかどうかは不明である。あるいは，母岩での還元作用を経なくとも，母岩領域

に至るまでに既に還元作用を受け，アンミン錯体を形成した放射性核種が当該領域に移行してく

る可能性もある。 

分散希釈効果によって，母岩中での NO3
-イオン及び NH4

+／NH3濃度は相対的に低下していること

が予想される。これら配位子と放射性核種との相互作用が可逆なプロセスであると仮定すれば，

NO3
-イオン濃度及びアンモニア濃度の低下によって硝酸錯体及びアンミン錯体の生成量が減少し，

核種存在形態（speciation）への影響も相対的に小さくなることが予想される。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 硝酸ナトリウムによる核種移行パラメータへの影響 
(1) 収着分配係数 

3 mol dm-3 NaNO3溶液及び 1 mol dm-3 アンモニア溶液での，普通ポルトランドセメント及び新

第三紀凝灰岩への核種のバッチ収着試験結果 1)を図１に示す。セメントへの収着の場合，有機 C，

Cl 及び I については硝酸塩による収着分配係数の低下が認められたが，Th，Am 及び Cs について

は有意な影響は認められない。一方，凝灰岩への収着の場合，Cs では硝酸塩による収着分配係数

の低下が，逆に Th では硝酸塩による収着分配係数の上昇が認められ，一方，Am, 有機 C, 無機 C, 

Cl, I では有意な影響は認められていない。 
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図１ セメント系材料及び凝灰岩に対する収着分配係数への硝酸塩の影響 

 

(2) 拡散係数 

溶液中の NaNO3濃度を 0.01～5 mol dm-3の範囲で変化させたときの凝灰岩（大谷石）中の核種

の実効拡散係数を測定した結果 2)を図２に示す。C, Cl 及び I の実効拡散係数は，NaNO3濃度の増

加とともに低下する傾向が確認されている。水分子 HDO の実効拡散係数も同様の傾向を示してい

ることから，このような実効拡散係数低下の原因として，凝灰岩の構造因子 FF (FF=De/D0, De：

実効拡散係数，D0：水中の拡散係数)の減少が示唆されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 凝灰岩での実効拡散係数の NaNO3濃度依存性 

 

4.2 経時変化予測 

①母岩間隙水（特に処分場近傍）の酸化還元電位の過渡的な変化（建設中の大気開放から閉鎖

後の還元雰囲気への復帰）及び②NO3
-→NH4

+／NH3 の生成プロセスによる時間遅れによって，放射

性核種のアンミン錯体形成に関係する経時変化が考えられる。 

 
4.3 ナチュラルアナログ 

利用可能なナチュラルアナログ事例は見出せない。 
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4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
・ NO3

-からの NH4
+／NH3の生成の時間挙動 

・ NO3
-及び NH4

+／NH3と放射性核種との錯体生成のメカニズム 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

・ NO3
-からの NH4

+／NH3の収率 

・ NH4
+／NH3と放射性核種との錯体生成に係る安定度定数 

・ 放射性核種の硝酸錯体及びアンミン錯体の化学挙動（分配係数，拡散係数等） 
 
 
＜参考文献＞ 
[1] 諸岡幸一ほか(2004)：TRU 廃棄物処分における硝酸塩の影響に関する研究（IV）－硝酸ナト

リウムの影響を考慮した核種移行パラメータ－，日本原子力学会 2004 年春の年会 要旨

集 第Ⅲ分冊 p.851． 

[2] 石寺孝充，佐藤治夫(2004)：凝灰岩の C，Cl，I の拡散挙動に及ぼす NaNO3の影響，日本原

子力学会 2004 年春の年会 要旨集 第Ⅲ分冊，p.852． 
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ＲＮ－０９：臨界 

 
１．名称 

臨界(RN-09) 

 
２．概要 
U-235 のような核分裂性同位体が，母岩中で局所的に大量に濃縮されて臨界量を越えた場合，

核分裂連鎖反応が自己触媒的に進行する臨界状態になる可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 
母岩中において臨界状態が達成された場合，局所的に高温かつ高放射線場が形成されることと

なる。その場合，地下水の排除（沸騰）や熱対流による水理環境の変化，高放射線による酸化性

雰囲気の形成，熱変質や熱水反応による母岩の変質ないし破壊といった現象が生じることが予想

される。 
 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 
臨界に達するためには，かなり大量の核分裂性同位体，特に U-235 が濃縮されることが前提条

件となる。Ｈ12 レポートでは，ガラス固化体の全インベントリ（4 万本相当）が 1 点に濃縮され

るという仮定は現実的ではないこと，また，たとえ 1 点に濃縮されるとしてもそれが臨界量には

達しないことを指摘し，臨界が生じる可能性を明瞭に否定している 。さらに，兵器級プルトニ

ウムの地層処分における臨界の可能性に対するレビューにおいても，臨界が生じる上で必要とな

る種々のプロセスに対する発生確率が無視できるほど微小であること，仮に臨界が発生しても放

出エネルギーがきわめて小さく，地層処分システムの性能に影響を与えることはないと判断され

ている

1)

2,3)。 

安らは，地層処分された 4 万本のガラス固化体から放出された核種がすべて 1 点に濃集すると

仮定しても，ウランが媒体中で動きにくい場合，その濃集量は高々数モル程度と無視できるくら

いに小さいことを示した 4)。また，仮に濃集が起きた場合でも，母岩である花崗岩の間隙率が 30％

を超えない場合，臨界事象の可能性は事実上否定できるとしたが，その一方で，間隙率 30％以上

で濃集した 12％濃縮ウランが一度臨界になると，正の温度のフィードバック機構が働き核分裂連

鎖反応が自己触媒的になり得ることも同時に示唆している。 

これら高レベル放射性廃棄物に比べて核分裂性同位体の存在量が少ない TRU 地層処分／余裕深

度処分においては，臨界の生じる可能性はさらに小さく，臨界事象が生起する可能性は事実上否

定できるものと考えられる。 

 
4.2 経時変化予測 

強いて指摘すれば，親核種である Am-243（半減期：約 8,000 年）, Pu-239（半減期：約 24,000

年）の崩壊に伴って，U-235 のビルドアップが顕著になる時期が，臨界の可能性が最も高まる時

期となる。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

わが国において天然で核種の濃集がみられる数少ない例として東濃ウラン鉱床があるが，約一

千万年前に形成された東濃ウラン鉱床におけるウランの濃集量は高々0.5wt％程度である 5)。 

一方，国際的には，ガボンの Oklo 天然原子炉の事例が良く知られている。Oklo 鉱石は，約 20

億年前に形成された砂岩型の同生鉱床あるいは初期の後生鉱床から構成されている 6)。堆積・鉱

化作用の後，褶曲及び断層発生の間に，鉱石は比較的速やかに再移動し，その後，局所的に還元

状態にあった岩帯においてウランは再び沈殿析出し，ウラン含有率は 50－70％にまで達したと考

えられている。臨界は，再移動したウランが沈殿析出している間，あるいはその直後に起こった

と考えられており，それは今から約20億年前で，少なくとも50万年間継続し，その間に15,000MWe

年のエネルギーが発生したとされている 7)。 
 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
天然バリア中での長期の核種の濃集プロセスについては，不確実性が残されていると考えられ

る。 
 

4.4.2 データに関する不確実性 

母岩での核種の濃集プロセスを評価する上で必要となる，母岩の空隙構造については，不確実

性及び不均質性が含まれている。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 核燃料サイクル開発機構(1999)：わ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：分冊３ 地層処分システムの安全評価，JNC TN1400 99-023． 

[2] Konynenburg, V. R. A. (1995) : Comments on the Draft Paper “Underground 

Supercriticality from Plutonium and other Fissile Material”, UCRL-ID-120990COM. 

[3] Parks, P. B., Williamson, T. G. and Hyder, M. L. (1995) : Consequences of the 

Bowman-Venneri Nuclear Excursion Thesis on the Prospects for Placing Vitrified 

Plutonium Canisters in Geologic Repositories, WSRC-TR-95-0036. 

[4] 安俊弘，Greenspan, E. and Chambre, P. L. (1998)：地層処分された高レベル廃棄物による

臨界現象発生のメカニズムとその可能性，原子力バックエンド研究，Vol.4，No.2，pp.3-20. 

[5] Yoshida, H. (1994) : Relation between U-series Nuclide Migration and Microstructural 

properties of Sedimentary Rocks, Appl. Geochem., Vol.9, pp.479-490. 

[6] Gancarz, A.(1978): U-Pb age(2.05×109 years) of the Oklo uranium deposits. In IAEA. 

Natural Fission Reactors. Tech. Commun. 119, pp.513-520. 

[7] Naudet, R. (1978): Les reacteurs d’Oklo: Cinq ans d’exploration du site. In: Natural 

Fission Reactors IAEA Tech. Pub. 119, pp.3-18. 
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Ｑ 製作・施工不良 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＷＱ－０１：廃棄体の製作・施工不良 

 

１．名称 

廃棄体の製作・施工不良(WQ-01) 

 
２．概要 

TRU 廃棄物の廃棄体は，廃棄物（内容物），容器内充填材，容器の３つの部位から構成される。

廃棄体の製作不良は，廃棄体を構成する部位そのものに係わる製作不良及び施工時に発生する施

工不良の双方において発生する可能性がある。廃棄体に製作・施工不良が発生した場合には廃棄

体の特性が変化することにより，内容物や核種の早期放出を招き，処分の安全性に影響を与える

ことが考えられる。 

 
３．製作・施工不良の発生とその影響 

3.1 製作・施工不良の発生可能性 
3.1.1 容器 

廃棄体容器としては 200L ドラム缶，キャニスタ，角型容器等が用いられる。これらの製作不良

は，材料加工，成型等の過程で発生し，その品質は，人為的ミス，原材料の不良，加工時の事故

等によって発生する可能性がある。 

また，廃棄体の中には，廃棄物の充填後，放射性物質の閉じ込めのため，密封処置が取られる

ものがあり，この容器の製作不良も上記と同様な項目が挙げられ，そのなかでも密封処置時の製

作不良により密封不良の容器が発生する可能性がある。 

なお，TRU 廃棄物の中には外容器の使用について検討が進められているものがあり，その期待

される性能は，物理的な核種閉じ込め性である。この容器の製作不良においても上記の容器と同

様な過程で製作不良が発生する可能性があり，特に物理的各種閉じ込め性能に係わる部分(材料加

工，成型等(金属材料の厚さ，コンクリート容器の場合はひび割れの発生等)の際の製作不良によ

り，核種の物理的閉じ込め機能が発揮できないことが想定される。 

 
3.1.2 容器内充填材 

TRU 廃棄物は，容器内に廃棄物（内容物）を収納した後に，隙間をセメント，アスファルト等

の固型化材料で充填する廃棄体，廃棄物とセメント，アスファルト等の固型化材料とを混練しな

がら容器内に充填していく廃棄体が多い。 

容器内充填材に発生する可能性のある製作不良としては，使用する材料そのものに係わるもの

と廃棄体への充填操作時のものがある。 

材料そのものに係わる製作不良は，配合設計，材料の練混ぜ等の過程で発生し，その要因とし

て，人為的ミス，原材料の不良や，練り混ぜ時の環境条件，ミキサー種類，混合時間等が不適正

であるなどが挙げられる。製作不良が発生すると，材料の流動性，材料分離抵抗性，凝結時間等

に影響を与える。 

また，容器内充填の際における操作上の不良としては，以下の項目が挙げられる。 

a. 内容物の不良，内容物量の過剰，または不足 
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b. 固型化材料の不良，固型化材料量の過剰，または不足 

c. 固型化プロセスの操作不良（温度，圧力，操作時間等） 

 

3.1.3 廃棄物（内容物） 

廃棄物（内容物）は分別，減容，安定化などの処理が行われ，廃棄体容器に充填され，固型化処理

や密封処理が施され廃棄体となる。 
廃棄物の分別処理の段階で，想定外の内容物，含有物が廃棄体中に含まれる可能性がある。また，

これらが減容処理や安定化処理に影響を及ぼし，不良の廃棄物が製造される可能性がある。 
廃棄物の減容・安定化処理方法としては，焼却，溶融，乾燥・造粒，圧縮，水熱固化等の方法が検

討されているが，これら処理の過程において事故が発生した場合，不良の廃棄物が発生する可能性が

ある。 
 

3.1.4 定置時の事故 

廃棄体に関する製作・施工不良は，廃棄体構成部位の製作時に加えて，廃棄体の定置時の事故

により発生する可能性がある。廃棄体の定置時には以下のような事故が発生する可能性がある。 
a. 廃棄体の破損・破壊 
b. 廃棄体グループ間での配置間違え 

これら事故が発生した場合，修理や配置の是正等の復元，修正措置が取られるが，これらの措

置が十分に実施されなかった場合，廃棄体機能が十分に発揮されなかったり，当該グループ内に

おいて想定外事象の発生要因になったりする可能性がある。 

 
3.2 製作・施工不良発生の影響 

3.2.1 容器 

容器に係わる製作・施工不良が発生した場合，以下のような影響が発生する。 

a. 充填材，廃棄物成分の早期溶出 

b. 密封不良による核種の早期漏洩 

c. 物理的閉じ込め性能不良による核種の早期漏洩 

 
3.2.2 容器内充填材 

容器内充填材に係わる製作・施工不良が発生した場合以下のような影響が発生することが考え

られる。 

a. 上部空隙の過剰，または不足（充填量過剰） 

b. 廃棄体内での空隙やひび割れの発生 
c. 固化体の強度不足 

 
3.2.3 廃棄物（内容物） 

廃棄体中の廃棄物（内容物）に係わる製作・施工不良が発生すると廃棄体の組成，重量，強度，

放射能量等の設定範囲を逸脱し，廃棄体の熱物性（崩壊熱の発生を含む），水理特性，力学特性，

化学的特性等の廃棄体に係る現象・特性が変化する可能性がある。また，廃棄体における核種の
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崩壊・生成，間隙水の放射線分解，廃棄体の放射線損傷等の放射線学的現象・特質が変化する可

能性がある。 
 

3.2.4 定置時の事故 

定置時に発生した事故により破損，破壊した廃棄体が，そのまま放置された場合には，廃棄体

の強度が不足するため，他の廃棄体，充填材，構造躯体等に過度な応力が作用し，他の廃棄体が

破損したり，充填材や構造躯体にひび割れが発生したり，破損に到るなどの可能性がある。 
また，廃棄体の配置にミスが発生した場合の影響については 3.3 で述べる。 

 
3.3 処分への影響 

製作・施工不良により廃棄体の強度，重量，崩壊熱，表面線量率等が規定値を超過すると，閉

鎖後は，その熱物性，水理特性，力学特性，化学的特性等から，核種移行現象・特性に影響を及

ぼす可能性が考えられる。更に，容器にバリア性能を期待している廃棄体の場合，放射性核種の

早期漏洩など，核種移行現象・特性に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

また，定置時に発生した事故により破損，破壊した廃棄体が，そのまま放置されると，放射性

核種の早期漏洩など，核種移行現象・特性に影響を及ぼす可能性があると共に，他のバリア材を

破損させることにより，バリア材の熱物性，水理特性，力学特性，化学的特性等を変化させ，核

種移行現象・特性に影響を及ぼす可能性が考えられる。 

更に，廃棄体の配置にミスが発生した場合には以下のような影響が考えられる。 

a. 緩衝材を設置しない坑道へ安全性に大きな影響を与える廃棄体(I-129，C-14 の濃度が高

い廃棄体等)が大量に設置された場合，被ばく線量が上昇する可能性がある。 

b. 有害物質（硝酸塩，硫酸塩等）を含む廃棄物が大量に，他の廃棄物を定置した坑道に配置

されると，その坑道に対して有害物の影響を与える可能性がある。 
 

3.4 製作・施工不良に関する対策 

廃棄体の品質管理項目は，総理府令「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄

物の埋設に関する規則」(以下，埋設規則と称す)1)及び科技庁の「核燃料物質等の埋設に関する措

置などに係る技術的細目を定める告示」(以下，埋設告示と称す) 2)により，以下に示す管理項目

によって廃棄体を管理することを想定している。 

・ 組成 

・ 固型化材料，種類 

・ 容器の材質，寸法形状(＝廃棄体の寸法形状) 

・ 固化体の強度，密度，マクロ空隙率 

・ 廃棄体重量 

・ 発熱量 

・ 放射能濃度 

・ 表面汚染密度 

・ 放射性物質の閉じ込め 

・ 有害物質 
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・ 廃棄体の破損状態 

・ 標識表示 

・ 線量当量率 

上記の管理項目を管理する事により，処分に要求される要件を満足するものと考える。なお，

上記項目を満足しない廃棄体の取り扱いについては，受け入れ拒否や廃棄体の再製作等の処置を

取ることで対応している3)。 

廃棄体の定置に当たっては，定置する廃棄体の確認を行うと共に定められた手順により廃棄体

の定置を実施することが，廃棄体の破損，破壊や廃棄体の配置ミス等の事故を防ぐために有効な

方法となる。また，万一事故が発生した場合でも検査等によるミスの発見，復元，修正措置が通

常は取られるため，処分への影響を及ぼすことは考え難い。 

 
４．理解の現状 

特になし。 
 
＜参考文献＞ 
[1] 総理府(1998)：核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する

規則，昭和63年総理府令第１号，最終改訂平成10年総理府令第8号． 

[2] 科学技術庁(1994)：核燃料物質等の埋設に関する措置等に係る技術的細目を定める告示，昭和

63年科学技術庁告示第2号，最終改訂平成6年科学技術庁告示第14号． 

[3] U.S.Department of Energy Carlsbad Area Office(1999): Waste Acceptance Criteria for the 

Waste Isolation Pilot Plant, Revsion.11. 
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ＭＱ－０１：充填材の製作・施工不良 

 

１．名称 
充填材の製作・施工不良（MQ-01） 

 
２．概要 
充填材の製作（製造）・施工不良は，充填材（セメント系材料）を構成する材料の製作（製造）

段階及び充填材の施工段階において発生する可能性がある。 

充填材に製作（製造）・施工不良が発生した場合には，充填材の力学特性，水理特性，熱伝導

性等に影響を及ぼし，人工バリア材の破壊，水みちや核種移行経路の形成および処分システム全

体の温度上昇等を発生する可能性がある。 

 

３．製作・施工不良の発生とその影響 

3.1 製作・施工不良の発生可能性 

セメント系材料を使用する充填材の場合，その材料として主にセメント，水，細骨材で構成さ

れるモルタルが検討されている。セメント系材料そのものに係わる製作（製造）不良は，材料の

練混ぜ，運搬の過程で発生し，以下のような不良が発生する可能性がある。 

・配合不良，練混ぜ不良など 

・原材料の不良によるアルカリ骨材反応などの発生 

・材料の貯蔵管理不良による骨材の含水量変化などの発生 

・練混ぜ時の温度・湿度などの環境条件による練混ぜ不良 

・練混ぜに使用するミキサーの選択ミス（攪拌力の不足など）による練混ぜ不良 

・練混ぜ時間，練混ぜから打設までの時間による練混ぜ不良，材料分離 

など。 

このような製作（製造）不良は，硬化後の充填材の力学・水理・熱特性に影響を与えることが

考えられる。さらに，製作（製造）不良は流動性・材料分離抵抗性・ポンプ圧送性などに影響を

与え，施工性能の低下を招く可能性がある。 

また，施工時においては以下のような不良が発生する可能性がある。 

・打継ぎ不良によるコールドジョイントの発生 

・締固め不良によるジャンカ*)・空隙の発生および打重ね部の一体化不足 

・乾燥収縮，水和反応による発熱によるひび割れの発生 

・養生不良による強度の低下，ひび割れの発生 

 

*)ジャンカ：コンクリートを打設するとき，コンクリートの分離，突き固め不十分，型わくからセメ

ントペーストの漏出などによって，硬化後にコンクリートの表面に粗骨材が集まり空隙のできた不

良部分のこと。 

 
3.2 製作・施工不良発生の影響 

製作（製造）不良により，硬化後の充填材中の空隙量が設計量より増加する，セメントの水和
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反応が十分に行われず必要な強度が得られない，材料分離により不均一な材料となる，などの影

響が考えられる。また，使用する材料によってはアルカリ骨材反応などによって，硬化後の充填

材にひび割れが発生する。このような製作（製造）不良による不具合は，充填材の強度低下，透

水性の増加，熱伝導性の低下など力学・水理・熱特性に影響を与える可能性がある。 

また，施工不良により発生するジャンカやひび割れ，コールドジョイントなどは，硬化後の充

填材の局所的な強度低下を引き起こすため，充填材の力学特性に影響を与える。さらに，このよ

うな施工不良箇所は，一般的に健全部と比較して透水性が高くなるため，充填材の水理特性に影

響を与える可能性がある。更に，製作（製造）・施工不良により充填材中にひび割れや空隙が発

生した場合には，充填材全体の熱伝導性を低下させる可能性がある。 

 

3.3 処分への影響 

製作（製造）・施工不良により充填材の強度が低下すると，操業時に定置される廃棄体の重量

が充填材の耐力を上回り，充填材および隣接する廃棄体，構造躯体の破損が発生し，廃棄体の破

損箇所から放射性核種の漏洩を引き起こす可能性がある。また，水理特性の変化は卓越した水み

ちや核種移行経路の形成，核種吸着機能の低下を招く可能性がある。さらに，充填材の熱伝導率

が低下すると廃棄体からの発熱を外部に放出できず温度が上昇し，セメント系材料が変質する上

限温度と設定されている 80℃1)を上回る可能性がある。 

 

3.4 製作・施工不良に関する対策 

充填材は，廃棄体と構造躯体の隙間を密実に充填し，廃棄体の力学的安定性を確保することが

期待される。したがって，充填材として用いるセメント系材料には，施工時は流動性が高く，材

料分離を起こさないこと，硬化後は廃棄体を安定させるために十分な強度を発現すること等が求

められる。このようなセメント系材料を製作（製造）・施工するためには，セメント系材料に使

用する材料選定，練混ぜ，および施工に当たって，コンクリート示方書等の指針に従って適切な

製作（製造）・施工を行うこと，また，製作（製造）・施工後，目標とする管理基準を満足する

ことを検査等によって確認することによって達成される。さらに，施工方法や施工後の品質管理

方法（管理基準値や検査方法）を事前の施工試験により確認することも必要であると考えられる。 

以上のような方法により，充填材の製作（製造）・施工不良は回避することが可能であると考

えられる。 

 
４．理解の現状 
4.1 モルタルの種類2)

モルタルには，セメント，水，細骨材で構成される普通モルタルの他，4.3 で示す各種の添加剤によ

って特殊な機能を付加したモルタルが挙げられる。これらのモルタルを以下に示す。 
・普通モルタル 
・初期膨張性モルタル 

アルミニウム粉末の添加によってブリージングによる沈下収縮を打ち消す程度の膨張を生じさ

せたモルタルであり，プレパックドコンクリート用モルタルに代表される。 

・無収縮性モルタル 
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ブリージングによる沈下収縮と硬化後の乾燥収縮両者に対して無収縮性を示すモルタルである。

材料，配合を工夫してブリージングを少なくし，膨張材の使用によって硬化後の無収縮性（また

は若干の膨張性）を維持するようにしたもので，セメント系と鉄粉系のものがある。 

 
4.2 普通モルタルの製造と施工2)

普通モルタルについて製造，施工上の注意事項を以下に示す。 

・ セメントなどを袋計量とする場合には，計量間違いの生じないようにあらかじめ１バッチ

分の袋数をミキサー前に用意したうえで開封投入を行うなどの工夫が必要である。 

・ モルタルミキサへの材料投入順序は，水，混和材，セメント，砂の順とする。セメント，

砂の類を水より先または並行して投入するとミキサーへの過負荷による故障の原因となる

ので，材料投入順序は正しく守らなければならない。 

・ 練上げたモルタルをモルタルポンプで圧送または注入する場合には，最初のバッチは砂抜

きのセメントミルクとする。これは，モルタルポンプ内に残留する先行水の中に直接モル

タルを投入すると分離し，分離した砂によってモルタルポンプの弁が作動不良を起こす場

合があるからである。同様に，モルタルに混在する洗い粒子による弁の作動不良を防ぐた

めに，モルタルは 5～7mm 程度のふるいを通過させてポンプへ送るようにする。 

・ 注入または打設されたモルタルは，コンクリートに比べてブリージングによる沈降が大き

いことを常に念頭において，施工上の問題を検討しておくことが重要である。モルタルを

所定の位置まで注入しただけでは，その後の沈降によって寸法不足になる。後日の打ち足

しでは施工継目になるし，また継目の処理も困難になるので，沈降終了近くになって追加

注入をするか，沈降を見込んだ余剰注入をするなどの対策を考えておく必要がある。 

 
4.3 添加剤について2)

モルタル注入時の流動性の確保，施工後のブリージングよる打継目のコールドジョイントおよ

び乾燥収縮によるひび割れなどを極力抑制するため，モルタル製造時に以下に示すような添加剤

を混合することが考えられる。 

・減水剤 

少ない水量で流動性を確保し，ブリージングの少ないモルタルを得るために，一般的には減

水剤を用いた方が有利である。減水剤は，土木学会基準「減水剤規格」に適合する良質なもの

を用い，注入用モルタルの場合には注入の作業性の持続を考えて遅延型減水剤とする場合が多

い。 

・初期膨張剤（アルミニウム粉末） 

モルタルのブリージングによる沈下収縮が有害な場合には，アルミニウム粉末を混和して沈下

を保証する程度の膨張を生じさせる。アルミニウム粉末はモルタル中で水素ガスを発生し未だ固

まらないモルタルを膨張させる効果がある。 

・無収縮性グラウト材 

セメント系のものはエトリンガイト系，石灰系の膨張材を中心に減水剤，保水剤，早強剤など

を調合したものである。鉄粉系のものは，膨張効果をもつ鉄粉質骨材を取材として酸化剤，減水

剤，早強剤などを調合したものである。 
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ＳＱ－０１：構造躯体の製作・施工不良 

 

１．名称 
構造躯体の製作・施工不良（SQ-01） 

 

２．概要 
構造躯体の製作（製造）・施工不良は，セメント系材料を使用する場合，鋼材を使用する場合

の双方において材料そのものに係わる製作（製造）不良及び施工時における施工不良が発生する

可能性がある。 

構造躯体に製作（製造）・施工不良が発生した場合には，構造躯体の力学特性，水理特性およ

び熱伝導性等に影響を及ぼし，人工バリア材の破壊，水みちや核種移行経路の形成および処分シ

ステム全体の温度変化等を引き起こす可能性がある。 

 

３．製作・施工不良の発生とその影響 

3.1 製作・施工不良の発生可能性 

3.1.1 セメント系材料（鉄筋コンクリート）を使用する場合 

セメント系材料を使用する構造躯体の場合，その材料として主にセメント，水，細骨材，粗骨

材，鉄筋で構成される鉄筋コンクリートが検討されている。セメント系材料を使用した場合，セ

メント系材料そのものに係わる製作（製造）不良は，材料の練混ぜ，運搬の過程で発生し，以下

のような不良が発生する可能性がある。 

・配合不良，練混ぜ不良など 

・原材料の不良によるアルカリ骨材反応などの発生 

・材料の貯蔵管理不良による骨材の含水量変化などの発生 

・練混ぜ時の温度・湿度などの環境条件による練混ぜ不良 

・練混ぜに使用するミキサーの選択ミス（攪拌力の不足など）による練混ぜ不良 

・練混ぜ時間，練混ぜから打設までの時間による練混ぜ不良，材料分離，など。 

このような製作（製造）不良は，硬化後の構造躯体の力学・水理・熱特性に影響を与えること

が考えられる。さらに，製作（製造）不良は流動性・材料分離抵抗性・ポンプ圧送性などに影響

を与え，施工性能の低下を招く可能性がある。 

また，施工時においては，以下のような要因によって製作（製造）・施工不良が発生する可能

性がある。 

・打継ぎ不良によるコールドジョイントの発生 

・締固め不良によるジャンカ*)，空隙の発生および打重ね部の一体化不足 

・乾燥収縮，水和反応による発熱によるひび割れの発生 

・養生不良による強度の低下，ひび割れの発生・鉄筋保管時の錆びや汚れの付着 

・鉄筋の配筋不良（必要本数，鉄筋間隔，位置など） 

・鉄筋の継手不良 

・かぶりの不足，など。 
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*)ジャンカ：コンクリートを打設するとき，コンクリートの分離，突き固め不十分，型わくからセメ

ントペーストの漏出などによって，硬化後にコンクリートの表面に粗骨材が集まり空隙のできた不

良部分のこと。 

 

3.1.2 鋼材を使用する場合 

構造躯体を鋼材とした場合，鋼材に関する製作（製造）・施工不良として，鋼材接合部におけ

るボルトのゆるみ，溶接不良などの継手不良，また，保管時の錆びや汚れの付着等が挙げられる。 

 

3.2 製作・施工不良発生の影響 

3.2.1 セメント系材料（鉄筋コンクリート）を使用する場合 

製作（製造）不良により，硬化後の構造躯体中の空隙量が設計量より増加する，セメントの水

和反応が十分に行われず必要な強度が得られない，材料分離により不均一な材料となるなどの影

響が考えられる。また，使用する材料によってはアルカリ骨材反応などによって，硬化後の構造

躯体にひび割れが発生する。このような製作（製造）不良による不具合は，構造躯体の強度低下，

透水性の増加，熱伝導性の低下など力学・水理・熱特性に影響を与える可能性がある。 

施工不良により発生するジャンカやひび割れ，コールドジョイントなどの施工不良箇所は，一

般的に健全部と比較して強度低下の発生や透水性が高くなるため，構造躯体の耐力や水理特性に

影響を与える可能性がある。更に，製作（製造）・施工不良により構造躯体中にひび割れや空隙

が発生した場合には，構造躯体全体の熱伝導性を低下させる可能性がある。 

また，鉄筋の配筋不良，継手不良などは，硬化後の構造躯体の局所的な強度低下を引き起こし，

設計的に必要とされた強度を発揮することができず，構造躯体全体の耐力の低下にも影響を与え

る。鉄筋の保管時の錆びや汚れの付着は，鉄筋とセメントとの付着強度を低下させ，構造躯体の

耐力が低下する可能性がある。 

 

3.2.2 鋼材を使用する場合 

構造躯体を鋼材とした場合，継ぎ手不良は，鋼材どうしの継手性能を低下させ，構造躯体の力

学的安定性が低下する可能性がある。 

また，表面に付着した錆びや汚れにより，近接する充填材や緩衝材への化学的な影響を与える

可能性がある。また，鋼材の部分的な強度低下が発生する可能性がある。 

 

3.3 処分への影響 

3.3.1 セメント系材料を使用する場合 

製作（製造）・施工不良により構造躯体の強度が低下すると，操業時に定置される廃棄体及び

充填材の重量が構造躯体の耐力を上回り，廃棄体や充填材の施工が不可能になる，さらに，構造

躯体及び隣接する充填材や廃棄体の破損が発生し，廃棄体の破損箇所から放射性核種の漏洩を引

き起こす可能性がある。 

また，セメント系材料の製作（製造）・施工不良箇所のひび割れや空隙の増加による透水性の

増大は，卓越した水みちや核種移行経路の形成，核種吸着機能の低下を招く可能性がある。また，

施工不良箇所の強度は健全部と比べて一般的に低下すると予想され，長期的に作用する，熱応力
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や金属廃棄体の腐食膨張力および緩衝材の膨潤圧によってひび割れや空隙が拡大し，より顕著な

水みちや核種移行経路が発達する可能性がある。 

更に，ひび割れや空隙の発生によって，構造躯体内部に空気層が存在することにより熱伝導性

の低下が発生すると，廃棄体からの発熱を外部へ放出しにくくなり温度が上昇し，セメント系材

料が変質する上限温度 80℃1)を上回る可能性がある。 

 

3.3.2 鋼材を使用する場合 

構造躯体を鋼材とした場合の継ぎ手不良箇所でも同様に，卓越した水みちや核種移行経路が形

成される可能性も考えられる。 

鋼材の錆びや汚れにより，隣接する充填材や緩衝材に化学的な影響を与えた場合，充填材の強

度低下や緩衝材の膨潤性の低下等が発生する可能性がある。また，錆びは鋼材の部分的な強度低

下を引き起こし，構造躯体の力学的安定性に影響を与える可能性がある。 

 

3.4 製作・施工不良に関する対策 

3.4.1 セメント系材料を使用する場合 

構造躯体を適切に製作（製造）・施工するためには，セメント系材料に使用する材料の選定，

練混ぜ，および施工に当たって，コンクリート示方書等の指針に従って適切な製作（製造）・施

工を行うこと，また，製作（製造）・施工後，目標とする管理基準を満足することを検査等によ

って確認することが重要である。さらに，施工方法や施工後の品質管理方法（管理基準や検査方

法）を事前の施工試験により確認することも必要であると考えられる。 

一方，構造躯体に使用される鉄筋は，ほとんどが工場製品となるため，定められた工程や検査

を実施することにより，製作（製造）不良はほとんど回避できると考えられる。 

以上のような方法により，構造躯体の製作（製造）・施工不良を回避することが可能であると

考えられる。 

 

3.4.2 鋼材を使用する場合 

構造躯体が鋼材の場合に用いられる鋼材は，ほとんどが工場製品となるため，定められた工程

や検査を実施することにより，製作（製造）不良はほとんど回避できると考えられる。また，施

工においても組み立て後の検査や継手方法等定められた基準にしたがって行うことにより，施工

不良は回避可能と考えられる。 

 

４．理解の現状 
特になし。 

 
＜参考文献＞ 

[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 
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ＢＱ－０１：緩衝材の製作・施工不良 

 

１．名称 
緩衝材の製作・施工不良（BQ-01） 

 
２．概要 
緩衝材の製作・施工に当たっては，予め高密度に圧縮したベントナイトブロックを製作し，こ

れを現場に運搬し積み上げる方法と，粉末上のベントナイトもしくはベントナイトと砂の混合物

を現場で重機等によって締め固める方法の 2 通りの方法が考えられている。これらの方法は，そ

れぞれに製作・施工不良の発生要因を有すると共に，緩衝材の形状や他のバリア材の影響等，周

辺環境に起因する製作・施工不良が発生する可能性がある。緩衝材に製作・施工不良が発生する

と膨潤性，止水性，熱伝導性および強度などの特性に影響を与える可能性があり，核種移行抑制

効果や自己シール効果の低下，構造躯体の支持性能の低下，人工バリアシステム全体の温度上昇

を引き起こす可能性がある。 

 

３．製作・施工不良の発生とその影響 

3.1 製作・施工不良の発生可能性 

3.1.1 ベントナイトブロックを使用する場合の製作・施工不良 

ベントナイトブロックを製作する際には，砂・ベントナイト混合割合の不良，寸法誤差，密度

の不均一，密度不足等が発生する可能性がある。密度の不均一に関してはベントナイトブロック

のサイズが大きい場合，ベントナイトの締固め速度が速い場合に発生し易い。密度不足は締固め

エネルギーの不足が原因として挙げられる。また施工時には，使用される機械などの把持方法や

運搬方法が原因であるベントナイトブロックの破損や，定置不良による積み上げ誤差が発生する

可能性がある。 

 

3.1.2 現場締固めに関する製作・施工不良 

緩衝材の現場締固めに関する製作・施工不良としては，重機転圧時の締固めエネルギー不足に

よる密度低下の発生や，締固め回数（転圧回数）の不均一による密度のばらつき等が考えられる。 

 

3.1.3 緩衝材の周辺環境に起因する製作・施工不良 

緩衝材の施工箇所には，隅角部や処分空洞上端部などの狭わい部が存在する。これらの狭わい

部では，緩衝材の締固めやブロック定置が困難な場合が考えられ，これらの部分では，緩衝材の

密度低下が発生し易いと考えられる。また，緩衝材の製作・施工作業中に作業水や湧水が緩衝材

に接触すると，緩衝材は吸水・膨潤し，局所的な密度低下や変形が発生する可能性がある。 

緩衝材はベントナイトブロックを定置した後，もしくは現場で締固めた後，大気中に暴露され

る期間が発生する。大気中の水分量や緩衝材の初期含水比によっては，緩衝材は乾燥収縮または

吸水膨潤を引き起こし，ベントナイトブロックの変形およびひび割れが生じる可能性がある。 

底部緩衝材上に構築される構造躯体施工（コンクリート打設）などのように，緩衝材に直接コ

ンクリートが打設される場合，硬化前のコンクリート中に存在する水分により緩衝材が膨潤する
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可能性がある。 

 
3.2 製作・施工不良発生の影響 

緩衝材の砂・ベントナイト混合割合の不良，密度の不均一，締固めエネルギー不足による密度

低下は緩衝材の膨潤性，止水性，熱伝導性および強度などの特性に影響を与える可能性がある。

また施工作業中に吸水・膨潤することにより，局所的な密度低下が発生した場合や乾燥収縮によ

るひび割れが発生した場合にも止水性，熱伝導性，強度などの特性に影響を与えることが考えら

れる。 

 

3.3 処分への影響 

緩衝材の製作・施工不良による膨潤性や止水性の低下は，緩衝材に期待される核種移行抑制機能や自

己シール機能を低下させる可能性がある。 

緩衝材設置後，大気中に放置されることにより乾燥収縮および吸水膨潤が発生し，緩衝材の強度低下

やひび割れ，変形を引き起こす。これらは構造躯体の支持性能の低下につながり，構造躯体にも鉛直・

水平移動が生じる可能性がある。また，操業時に作用する構造躯体や廃棄体，充填材などの荷重により

底部緩衝材が破壊する可能性がある。 

緩衝材のひび割れ，空隙により熱伝導性が低下すると，廃棄体からの発熱を外部に放出しにくくなる

ため，坑道内の温度が上昇し，設計上の温度上限値である 80℃1)を超える可能性がある。この場合，セ

メント系材料およびベントナイト系材料を用いた人工バリアの変質が発生する可能性が考えられる。た

だし，緩衝材のひび割れや，空隙は再冠水後の膨潤により閉鎖すると予想される。したがって，再冠水

後に関しては熱伝導性への影響は小さくなると考えられる。 
 

3.4 製作・施工不良に関する対策 

ベントナイトブロックの製作・施工や現場締固め施工において発生する密度の不均一，密度低

下等については，製作施工における品質管理を確実に実施し，管理基準を満たさないものについ

ては，再施工するといった手段を取る事にすれば回避できると考えられる。 

構造物の隅角部や天端部などの施工困難な狭わい部における緩衝材の施工に関しては，予めそ

の部位の形状に成型したベントナイトブロックや，吹付けによる施工および粒状ベントナイトの

投入などによる施工等，密度低下を防止する方法が検討されている。 

ベントナイトブロック定置後の，乾燥収縮および吸水・膨潤による変状に対しては，空調管理

等を行うことによって変状を極力抑制する対策が考えられる。 

ベントナイトに影響を与える湧水対策としては，処分坑道施工時の防水対策および排水処理に

より処分坑道内には極力湧水が生じないようにする。予測せず発生した湧水に対しては，注入材

などによる対策工が考えられる。 

構造躯体施工時など緩衝材上に直接コンクリートを打設する場合，コンクリート中の練混ぜ水

がベントナイトに吸収され，ベントナイトの膨潤を引き起こす可能性がある。この場合，ベント

ナイト上に遮水シートなどを敷設し，コンクリート中の練混ぜ水を遮断する対策工が挙げられる。 

このような対策の他，事前の施工試験により施工方法や施工後の品質管理方法（管理基準や検

査方法）を確認することも重要である。 
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以上のような方法により，緩衝材の製作・施工不良を回避することが可能であると考えられる。 

 

４．理解の現状 
緩衝材の大気中での放置による，乾燥収縮および吸水・膨張による変状に関して，乾燥密度

1.6Mg/m3に締固めた含水比の異なる砂ベントナイト供試体(ベントナイト：砂=70:30)を温度，湿

度環境の異なる大気中に最長３ヶ月放置し，その重量，寸法，ひび割れの変化などを把握する実

験を実施した2)。その結果，供試体が放置される大気の温度，湿度条件ごとにベントナイト供試体

の含水比が時間の経過とともにある値に収束し，平衡状態に達することが確認された。この結果

から，緩衝材施工時においては緩衝材の含水比を坑道内部の温度，湿度条件に応じた収束値（時

間の経過により平衡状態になったときの含水比）にあらかじめ製作しておくことにより，放置期

間中に大気とベントナイトの間における水分の移動が無くなり，気中での変状を抑制することが

できると考えられる。 

 
＜参考文献＞ 

[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU 廃棄物処分概念

検討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01． 

[2] 畔柳幹雄，ほか(2004)：ベントナイトブロックの気中における変状に関する実験的検討，

日本原子力学会，2004 年秋の大会予稿集． 
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ＸＱ－０１：付帯設備の製作・施工不良 

 

１．名称 
付帯設備の製作・施工不良（XQ-01） 

 

２．概要 
プラグ／グラウト／支保／埋戻し材は，セメント系材料，ベントナイト系材料（支保には用い

られない）および鋼材（支保のみ）を用いてそれぞれ製作（製造）・施工される。これらの製作

（製造）・施工不良は，用いる材料や部位に応じて発生要因が異なる｡また，製作（製造）・施工

不良が発生した場合，その影響は部位毎に異なり，それぞれの部位に期待する機能が低下する場

合が考えられる。 

 

３．製作・施工不良の発生とその影響 

3.1 製作・施工不良の発生可能性 

3.1.1 セメント系材料に関する製作・施工不良 

コンクリート及びモルタルなどのセメント系材料を用いて施工される箇所として，プラグ，グ

ラウト，支保（吹付けコンクリート，覆工），埋戻し材が挙げられる。また，覆工に関しては，

力学的な強度を持たせるために鉄筋コンクリートが用いられる場合もある。これらの部位の製作

（製造）・施工不良は，セメント系材料の製作（製造）段階及び施工段階において発生する可能

性がある。セメント系材料そのものに係わる製作（製造）不良は，材料の練混ぜ，運搬の過程で

発生し，以下のような不良が発生する可能性がある。 

・配合不良，練混ぜ不良など 

・原材料の不良によるアルカリ骨材反応などの発生 

・材料の貯蔵管理不良による骨材の含水量変化などの発生 

・練混ぜ時の温度・湿度などの環境条件による練混ぜ不良 

・練混ぜに使用するミキサーの選択ミス（攪拌力の不足など）による練混ぜ不良 

・練混ぜ時間，練混ぜから打設までの時間による練混ぜ不良，材料分離，など。 

また，施工時においては，以下のような不良が発生する可能性がある。 

（プラグおよび埋戻し材の場合） 

・打継ぎ不良によるコールドジョイントの発生 

・締固め不良によるジャンカ*)，空隙，打重ね部の一体化不足 

・乾燥収縮，水和反応による発熱によるひび割れの発生 

・養生不良による強度の低下，ひび割れの発生 

（グラウトの場合） 

・グラウト注入量の不足 

・グラウト注入（改良）範囲の不足 

・地下水による洗い流し 

（支保の場合：吹付けコンクリートおよび覆工） 

－吹付け－ 
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・吹付け後の品質のばらつき 

・吹付け後の材料のたれ下がり 

・吹付け後の剥離 

－覆工（鉄筋コンクリートの場合は鉄筋に関する不良も考慮）－ 

・打継ぎ目の不良によるコールドジョイントの発生 

・締固め不良によるジャンカ*)，空隙，打重ね部の一体化不足 

・乾燥収縮，水和反応による発熱によるひび割れの発生 

・養生不良による強度の低下，ひび割れの発生 

・ＲＣセグメントどうしの接合部の不良（ＲＣセグメントを使用する場合，組立て接合部

のボルトのゆるみなど） 

・鉄筋保管時の錆びや汚れの付着 

・鉄筋の配筋不良（必要本数，鉄筋間隔，位置など） 

・鉄筋の継手不良 

・かぶりの不足，など。 

*)ジャンカ：コンクリートを打設するとき，コンクリートの分離，突き固め不十分，型わくから

セメントペーストの漏出などによって，硬化後にコンクリートの表面に粗骨材が集

まり空げきのできた不良部分のこと。 

 

3.1.2 ベントナイト系材料に関する製作・施工不良 

ベントナイト系材料を用いて施工される箇所として，プラグ，グラウト，埋戻し材が挙げられ

る。これらの部位についてベントナイト系材料を用いて製作・施工がなされる場合は，プラグの

ように予め製作したベントナイトブロックを用いる方法と，埋め戻し材のようにベントナイトと

掘削ズリの混合土を現場で締め固める方法の 2 通りの方法が考えられる。これらの方法は，それ

ぞれに製作・施工不良の発生要因を有する。 

（プラグおよび埋戻し材の場合） 

(1) ベントナイトブロックに関する製作・施工不良 

ベントナイトブロックを製作する際には，砂・ベントナイト混合割合の不良，寸法誤差，密

度の不均一，密度不足，等が発生する可能性がある。密度の不均一に関してはベントナイトブ

ロックのサイズが大きい場合，ベントナイトの締固め速度が速い場合に発生し易い。また，密

度不足は締固め荷重不足が原因として挙げられる 

施工時には，定置に使用される機械などの把持方法や運搬方法が原因である，ベントナイト

ブロックの破損や定置不良による積み上げ誤差が発生する可能性がある。 

(2) 現場締固めに関する製作・施工不良 

現場締固めに関する製作・施工不良としては，締固めエネルギー不足による密度低下や，締

固め回数（転圧回数）の不均一による密度のばらつきが考えられる。 

(3) 周辺環境に起因する製作・施工不良 

プラグ，埋戻しの施工箇所には，隅角部や処分空洞上端部などの狭わい部が存在する。これ

らの狭わい部では，緩衝材の締固めやブロック定置が困難な場合が考えられ，これらの部分で

は，緩衝材の密度低下などの施工不良が発生し易いと考えられる。 
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また，製作・施工作業中に作業水や湧水がベントナイト系材料に接触すると，吸水・膨潤し

局所的な密度低下や変形が発生する可能性がある。 

ベントナイトブロックを定置した後，もしくは現場で締固めた後，大気中に暴露される期間

が発生する。大気中の水分量やベントナイトブロックの初期含水比によっては，緩衝材は乾燥

収縮または吸水膨潤を引き起こし，ベントナイトブロックの変形およびひび割れが生じる可能

性がある。 

さらに，底部緩衝材上に構築される構造躯体施工（コンクリート打設）などのように，緩衝

材に直接コンクリートが打設される場合，硬化前のコンクリート中に存在する水分により緩衝

材が膨潤する可能性がある。 

（グラウトの場合） 

・ グラウト注入量の不足 

・ グラウト注入（改良）範囲の不足 

・ 地下水による洗い流し 

 

3.1.3 鋼材に関する製作・施工不良 

鋼製支保工，鋼製セグメント，ロックボルトおよびロックアンカーなど，支保に鋼材を用いる

場合には，接合部ボルトの緩み等の組立て不良やロックボルトおよびロックアンカーと岩盤との

付着強度の不足などが挙げられる。また，保管時の錆びや汚れの付着等が考えられる。 

 

3.2 製作・施工不良発生の影響 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材の施工不良による影響は，以下のようなものが考えられる。 

・プラグ 
セメント系材料を使用した耐圧プラグに製作（製造）・施工不良が発生した場合，施工後の

プラグの強度低下やひび割れの発生などにより，再冠水後，埋戻し材などから作用する荷重に

耐えられずプラグが破損する可能性がある。また，止水性を持たせるためにベントナイト系材

料を用いた止水プラグの場合，製作・施工不良によりひび割れ，空隙の発生および密度低下等

を発生し，膨潤性や自己シール性に影響を与え，プラグとしての止水性が低下することが予想

される。さらに，ひび割れや空隙の発生は，主に再冠水前の期間においてプラグの熱伝導性を

低下させる可能性がある。 

・グラウト 
グラウトに製作・施工不良が発生した場合，グラウトが岩盤中の必要な範囲にまで注入され

ていない，注入したグラウトの強度が小さい，低透水性が確保されない，グラウトが地下水に

より洗い流され所定の品質を満足しないといった不良が発生する可能性がある。これらの施工

不良は，グラウトに必要とされる岩盤の緩み域や亀裂の強度補強，低透水性の確保に影響を与

える可能性がある。 

・支保 
吹付けコンクリートの製作（製造）・施工不良は，施工後の吹付けコンクリートにひび割れ

や強度低下を発生させる可能性がある。また，ロックボルトの製作・施工不良は，ロックボル
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トと岩盤の付着強度の低下，組立て不良によるロックボルトの強度低下を引き起こす可能性が

ある。鋼製支保工，鋼製セグメント，ＲＣセグメントどうしの組立て接合部の製作・施工不良

は，これらの構造的な欠陥となり支保としての強度が低下する。鋼製支保工，鋼製セグメント

等の構成材料の場合，保管時の錆びや汚れの付着は組立て接合部の不良や部分的な強度低下を

引き起こす可能性がある。 

セメント系材料を用いた覆工の製作（製造）・施工不良は，覆工内部に強度的な弱部，ひび

割れ，空隙が発生する可能性があり，強度や透水特性に影響を与える可能性がある。また，覆

工が鉄筋コンクリートである場合，鉄筋の配筋不良，継手不良などは，硬化後の構造躯体の局

所的な強度低下を引き起こし，設計的に必要とされた強度を発揮することができず，支保の耐

力の低下にも影響を与える。さらに，鉄筋の保管時の錆びや汚れの付着は鉄筋とセメントとの

付着強度を低下させ，また，かぶりの不足はコンクリートの中性化などにより鉄筋の腐食が発

生し易くなり，これらも同様に支保の耐力が低下する原因となる。 

・埋戻し 
ベントナイト系材料を使用した埋戻し材に製作・施工不良が発生した場合には，埋戻し材の

密度不均一，密度低下を発生する可能性がある。また，埋戻材内部にひび割れや空隙の発生等

を生じる可能性がある。一方，セメント系材料を使用した埋戻し材の場合には，製作（製造）・

施工不良は埋戻し材の強度低下やひび割れなどを発生させる可能性がある。 

 

3.3 処分への影響 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材の施工不良による処分場の安全性への影響は，以下のような

ものが考えられる。 

・プラグ 
製作（製造）・施工不良により，セメント系材料を使用した耐圧プラグに破損が発生した場

合には，緩衝材，埋戻し材のはらみ出しなどを引き起こす可能性がある。この場合，埋戻し材

や緩衝材が所定の位置から流出し，これらに必要な止水性，自己シール性等の機能が失われ，

処分場の安全性に大きな影響を与える可能性がある。 

一方，製作・施工不良によりベントナイト系材料を使用した止水プラグに発生したひび割れ

や空隙は，再冠水後，ベントナイトの膨潤により閉鎖されると予想され大きな問題にはならな

いと考えられるが，再冠水前においては，ひび割れや空隙の存在はプラグの熱伝導性の低下な

どの影響を与える可能性がある。この場合，廃棄体からの発熱を外部に放出しにくくなり，設

計上の温度上限値である 80℃を超え，セメント系材料およびベントナイト系材料の変質に影響

を与える可能性がある。 

・グラウト 
グラウトの施工不良により，岩盤の緩み領域や亀裂の低透水性が確保できない場合，これら

が優位な核種移行経路となり，処分場の安全性に影響を与える可能性がある。 

・支保 
鋼製支保工，鋼製セグメント，ＲＣセグメント，吹付けコンクリート，ロックボルト，覆工

などの支保工に製作（製造）・施工不良が生じた場合，支保の主な役割である建設・操業・閉

鎖期間の母岩の力学的安定性の確保，岩盤の肌落ち防止および岩盤からの湧水防止等の力学・
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遮水機能が低下する可能性がある。 

・埋戻し 
ベントナイト系材料を使用した埋戻し材の製作・施工不良により再冠水後においても空隙の

閉塞ができなかったり，密度低下により止水性や自己シール性が低下した場合，その部分が卓

越した水みちや核種移行経路を形成する可能性があり，処分場の安全性に大きな影響を与える

可能性がある。一方，セメント系材料を使用した埋戻し材の場合は，強度低下によって地圧や

緩衝材の膨潤圧によって亀裂が生じ透水性が増加する，また，製作（製造）・施工不良によっ

て生じたひび割れによっても透水性が増加し，埋戻し材部分が卓越した核種移行経路となる可

能性がある。 

 

3.4 製作・施工不良に関する対策 

セメント系材料に関する製作（製造）・施工不良は，セメント系材料の製作（製造）・施工に

当たって，コンクリート示方書等の指針に従って適切な製作（製造）・施工を行うこと，また，

製作（製造）・施工後，目標とする管理基準を満足することを検査等によって確認することによ

り，回避可能であると考えられる。一方，ＲＣセグメントの場合は工場製品となるため，定めら

れた工程や検査が実施されれば，製作（製造）不良が発生する確率は非常に低いと考えられる。

また，施工に関してもＲＣセグメント組立て後の検査を定められた基準にしたがって行うことに

より，施工不良は回避可能と考えられる。 

ベントナイト系材料に関する製作・施工不良である，ベントナイトブロックの製作・施工や現

場締固め施工において発生する密度の不均一，密度低下等については，製作・施工における品質

管理を確実に実施し，管理基準を満たさないものについては，再施工するといった手段を取る事

にすれば回避できると考えられる。 

鋼製支保工，鋼製セグメント，ロックボルトおよびロックアンカーなどに使用される鋼材はほ

とんどが工場製品であるため，定められた工程や検査が実施されれば，製作不良が発生する確率

は非常に低いと考えられる。施工に関しても組み立て後の検査や溶接方法等定められた基準にし

たがって行うことにより，施工不良は回避可能と考えられる。 

プラグ／グラウト／支保／埋戻材の施工においては，事前の施工試験により施工方法や施工後

の品質管理方法（管理基準値や検査方法）を確認することも必要であると考えられる。特にグラ

ウトについては，岩盤の空隙や亀裂特性によって施工性や施工後の効果が左右されるため，事前

に十分な配合試験および施工試験を実施することが重要である。 

 

４．理解の現状 

4.1 プラグの施工試験 

プラグの施工試験は，カナダ原子力公社（Atomic Energy of Canada Limited）で実施したTSX

試験1)が挙げられる。TSX試験は，高レベル廃棄物の処分において必要となる処分場の閉鎖機能を

検証する目的で開始された実規模工学試験である。カナダのAECL，日本のサイクル機構（当時動

力炉・核燃料開発機構）のお互いのニーズに基づき 1996 年から開始したプロジェクトである。TSX

試験は，カナダ，マニトバ州の州都ウィニペグの北東約 100kmに位置するAECLのURLの地下 420m

の坑道を利用して実施している，URLはカナダにおける放射性廃棄物地層処分の安全評価研究を目

Q 製作・施工不良-19 



的として，処分地の候補岩体の一つであるカナダ楯状地中に建設された地下施設である。 

TSX 試験は，セメント系材料を使用したプラグおよびベントナイト系材料を使用したプラグを

製作（製造）する技術の適用性の評価と，施工されたプラグの性能を評価すること，その性能に

影響を与える要因を抽出すことを目的とした試験である。図 1，2に TSX 試験のレイアウトと試験

坑道の寸法を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 TSX試験のレイアウト1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 試験坑道の寸法1) 

 

この中で，施工不良に関する知見を以下に示す。 

 

4.1.1 岩盤の切り欠き部の施工 

坑道周辺に発生する掘削影響領域の通水経路の遮断や，プラグ自身の力学的安定性を保つため，

岩盤に切り欠きを設置する。しかし，切り欠きの設置は，それ自体を新たな坑道掘削とみなすこ

とができるから，切り欠きそのものの外側に新たな通水経路を形成することになると考えられる。

新たな掘削影響領域の発生は，ライトドリリングや Rock-splitting を利用することによりほぼ防

止することが出来る。（図 3，図 4） 
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図 3 切り欠きの掘削手順       図 4 掘削された試験坑道の切り欠き 

 
4.1.2 セメント系材料を使用したプラグ 

(1) 施工方法 

セメントの水和熱の影響を低減するため，発熱量の小さい低発熱高流動コンクリート(Low-Heat 

High-Performance Concrete, LHHPC)を用いて製作（製造）された。LHHPC は打設後に収縮するこ

とが予想されるため，岩盤との隙間にはベントナイトストリプスやグラウトを充填して対処して

いる（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 コンクリートプラグ-岩盤間の処置状況1)

（写真の黒い筋がベントナイトストリプス。ベントナイトストリプス間に設置されたパイ

プがグラウト注入用パイプ） 

 

4.1.3 ベントナイト系材料を使用したプラグ 

(1) 施工方法の検討 

粘土（ベントナイト系）プラグは，ブロックを積み上げることで施工した。WIPPのブロック

製作機器のブロック製作性の予備試験を踏まえて，0.105m×0.36m×0.15～0.175mの直方体状で，

その仕様は，ベントナイト配合率Bm=70%，乾燥密度ρd=1.9Mg/m
3，目標含水比w=14%，重量約 13kg

であった。 

(2) プラグと岩盤の隙間 

ベントナイトブロックでプラグを施工するためには，岩盤表面の不陸を解消しておく必要が
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ある。はじめに，ベントナイト系材料の吹付けでブロック設置のための滑らかな面を作成した。

試験坑道の粘土プラグは容積が 67m3であり，総計約 9,500 個ものブロックを積み上げるため，

わずかな傾斜でも積み上げる過程でブロック間の隙間や層毎の高さの違いが生じてくる。その

ため，水準を取りながらブロックを多層に施工し，ブロックが水平かつ隙間無く施工できるこ

とが確認された。また，天端の岩盤との隙間対策として，予め岩盤にベントナイトペーストを

付けておき，その後ベントナイトブロックをフォークリフトやジャッキを用いて，上方のベン

トナイトペーストに押し付けながら設置する方法を行った。 

 
4.2 グラウトの注入試験 

スウェーデンのストリパプロジェクトやTSX試験では，ベントナイト系材料を使用したグラウト

の注入試験を実施している2,3)。 

透水性については，グラウト材料そのものの透水性と岩盤ブロックとしての透水性を評価する

必要があるが，これらについてはどちらもかなりの研究が実施されており，概ね以下ような結論

が得られている。 

・ グラウト材料の透水性はベントナイト系で 10-8～10-10m/s程度，セメント系はベントナイト

系以下の値を示すが，物理的・化学的影響が大きい。 

・ 岩盤ブロックの特性にもよるがグラウト後の透水性は 10-10m/sまで改良できる。 

・ 掘削に伴う岩盤の掘削影響領域は，適切な施工機器と施工方法（動的注入）を用いて効果

的な止水ができる。 

・ 岩盤のグラウトの可能性はグラウトの透水性と岩盤構造が分かれば予測可能である。 

・ 割れ目に破砕物や鉱物が付着している場合はグラウトによる改良は不可能である。 

一方，TSX 試験では，ベントナイト材料を使用したグラウトの注入試験を実施し，プラグ周辺

の掘削影響領域に対する止水性能を確認している。この試験結果によると，グラウトの注入性に

関しては，予備注入試験及び本注入試験の結果を総合して，圧力 500kPa，ベントナイト濃度が 4.0

～6.0wt%の条件がより多くのベントナイトを岩盤内に注入できることが分かった（図 6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 注入濃度と注入量及びベントナイト注入量の関係2)
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ＲＱ－０１：ボーリング孔，トンネルのシール不良/変質 

 

１．名称 
ボーリング孔，トンネルのシール不良/変質（RQ-01） 

 

２．概要 
処分場予定地の選定段階では，地表から処分場建設の対象となる深度までボーリング調査が実

施される。さらに，処分場建設予定地の選定が進み，処分施設建設地の最終的な選定段階では，

地質環境調査を目的とした地下施設が建設され，地下空間での原位置計測やボーリング調査が行

われる。 

坑道の近傍に位置するボーリング孔跡は，岩盤中の強度的な弱部や高透水部となり，人工バリ

アシステムに影響を与える可能性がある。このような影響を防止するため，ボーリング孔を利用

した地質調査が終了した後，セメント系材料やベントナイト系材料を用いた埋戻し材料によって，

ボーリング孔をシールする必要がある。 

一方，アクセス坑道，主要坑道などのトンネルは，処分坑道が閉鎖された後，適切な材料で埋

め戻される。これらの埋戻し材料としては，セメント系材料またはベントナイト系材料が検討さ

れている。アクセス坑道，主要坑道が適切に埋め戻されない場合，これらのトンネルが水みちと

なり優位な核種移行経路を形成する可能性や，長期的な岩盤の変形に影響を与える可能性がある。 

 

３．シール不良の発生とその影響 

3.1 シール不良の発生可能性 

ボーリング孔のシール不良は，以下のような要因で発生する可能性がある。 

・充填材料がボーリング孔全体に行き渡らない。 

・充填材料が所定の密度，強度，止水性を満足していない。 

・地下水による充填材の洗い流し。 

アクセス坑道，連絡坑道の埋戻しがベントナイト系材料を用いて施工される場合は，ベントナ

イトと掘削ズリの混合土を現場で締め固める方法が考えられる。この場合のシール不良の発生要

因を以下に示す。 

（製作・施工に起因するシール不良） 

・ベントナイトと掘削ズリ等の不均一な混合 

・締固めエネルギー不足による密度低下 

・不均一な締固め回数（転圧回数）による密度のばらつき 

また，アクセス坑道，連絡坑道の埋戻し施工箇所には，隅角部や処分空洞上端部などの狭わい

部が存在する。これらの狭わい部では，埋戻材の締固めやブロック定置が困難な場合が考えられ，

これらの部分では，緩衝材の密度低下が発生し易いと考えられる。また，施工中に作業水や湧水

がベントナイト系材料に接触すると，吸水膨潤し局所的な密度低下や変形が発生する可能性があ

る。 

一方，アクセス坑道，連絡坑道の埋戻しに用いる材料がモルタルやコンクリートなどのセメン

ト系材料である場合，その製作（製造）段階（材料の練混ぜ，運搬の過程）では，以下のような
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不良が発生する可能性がある。 

・配合不良，練混ぜ不良など 

・原材料の不良によるアルカリ骨材反応などの発生 

・材料の貯蔵管理不良による骨材の含水量変化などの発生 

・練混ぜ時の温度・湿度などの環境条件による練混ぜ不良 

・練混ぜに使用するミキサーの種類による練混ぜ不良 

・練混ぜ時間，練混ぜから打設までの時間による練混ぜ不良，材料分離，など。 

また，施工時においては，以下のようなシール不良が発生する可能性がある。 

・打継ぎ不良によるコールドジョイントの発生 

・締固め不良によるジャンカ*)，空隙，打重ね部の一体化不足 

・乾燥収縮，水和反応による発熱によるひび割れの発生 

・養生不良による強度の低下，ひび割れの発生 

*)ジャンカ：コンクリートを打設するとき，コンクリートの分離，突き固め不十分，型わくからセ

メントペーストの漏出などによって，硬化後にコンクリートの表面に粗骨材が集まり空げきので

きた不良部分のこと。 

 

3.2 シール不良発生の影響 

ボーリング孔のシール不良が発生すると，ボーリング孔内の低透水性や必要な強度を確保する

ことができない可能性がある。 

一方，処分坑道，連絡坑道のシール不良は，ベントナイト系材料を使用した場合には，埋戻し

材の密度不均一，密度低下を発生する可能性がある。また，坑道内部にひび割れや空隙の発生等

を生じる可能性がある。一方，セメント系材料を使用した場合には，埋戻し材の強度低下やひび

割れなどが発生する可能性がある。 

 

3.3 処分への影響 

ボーリング孔内の強度が確保されない場合，岩盤中の応力を変化させ，処分坑道の力学的安定

性に影響を与える可能性がある。 

ボーリング孔内の低透水性が確保されない場合，ボーリング孔跡が岩盤中の高透水部となる可

能性が高く，特に処分坑道付近または，処分坑道とつながるような位置関係にあるボーリング孔

については，処分坑道から放出される核種の優位な移行経路となり，人工バリアにおける核種移

行抑制機能に大きな影響を与える可能性がある。もし，ボーリング孔が地上から掘削されたもの

であれば，核種の生物圏への移行が促進される可能性も考えられる。 

しかし，ボーリング孔のシール不良による処分への影響は，シール不良が発生したボーリング

孔の数，規模，掘削方向や地下水流れの方向および坑道の軸方向など様々な条件により，その影

響は変化すると考えられる。 

一方，アクセス坑道，連絡坑道の埋戻し材としてベントナイト系材料を使用し，再冠水後にお

いても空隙の閉塞ができなかったり，密度低下により止水生や自己シール性が低下した場合，そ

の部分が卓越した水みちや核種移行経路を形成する可能性があり，処分場の安全性に大きな影響

を与える可能性がある。一方，セメント系材料を使用した場合は，強度低下によって地圧や緩衝
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材の膨潤圧によって亀裂が生じ透水性が増加する，また，製作（製造）・施工不良によって生じ

たひび割れ，ジャンカ等によっても透水性が増加し，埋戻し材部分が卓越した核種移行経路とな

る可能性がある。 

 

3.4 シール不良に関する対策 

セメント系材料およびベントナイト系材料を使用したボーリング孔のシール後の品質は，周辺

岩盤の空隙・亀裂特性および地下水特性に影響を受けると考えられる。そのため，ボーリング孔

のシール不良を極力回避するため，原位置における事前の施工試験等による施工方法，品質管理

方法（管理基準や検査方法）の確認を行うことが重要である。 

一方，アクセス坑道および連絡坑道の埋戻しについては，ベントナイト系材料を使用する場合，

現場締固め施工において発生する密度の不均一，密度低下等に対する対策として，製作・施工に

おける品質管理を確実に実施し，管理基準を満たさないものについては，再施工するといった手

段を取る事にすれば回避できると考えられる。また，セメント系材料を使用する場合については，

製作（製造）・施工に当たって，コンクリート示方書等の指針に従って適切な製作（製造）・施

工を行うこと，また，製作（製造）・施工後，目標とする管理基準を満足することを検査等によ

って確認することにより，回避可能であると考えられる。アクセス坑道および連絡坑道の埋戻し

に際しても，事前に施工試験を行い，施工方法，品質管理方法（管理基準や検査方法）の確認を

行うことが重要である。 

 

４．理解の現状 
スウェーデンStripa鉱山での原位置試験では，有孔ケーシングパイプ(直径 56mm)内に高圧縮ベ

ントナイトブロック（MX-80：乾燥密度 1.90，含水比 11%）を，溶解性シートを介して設置し，こ

のパイプを順次繋いでボーリング孔を閉塞する「ボアホールプラグ」（写真 1）の概念を示して

いる1)。 

この原位置試験では，全長 96.6m，直径 56mm の水平ボーリング孔をボアホールプラグで閉塞す

る実験が行われており（図 1），10kN の容量のジャッキを用いて，87m 分のプラグを 2.5 時間以

内で施工している。また，図 2 に示すように２～４のフィルター部において約２年間に渡り水圧

が測定されており，同ボーリング坑内で別途実施された透水試験の結果と一致していることが示

唆されている。 

さらに，全長 14m，直径 76mmの鉛直ボーリング孔に対して，有孔ケーシングパイプ（直径 68.6mm）

を用いたものと，金網メッシュを用いた２種類のプラグによって，実験を実施している（図 3）。

使用したベントナイトはMX80（乾燥密度 1.91Mg/m3，含水比 10%）である。 

施工に関しては有孔ケーシングパイプを用いたプラグの方が，金網メッシュを用いたプラグよ

りも施工が容易であることが示されている。 

図 3 のような２種類のボアホールプラグの端部から強制的に水を注入する試験や圧力を作用さ

せる試験を実施している。その結果，ストリパ鉱山で見られるような水圧勾配においては，プラ

グの移動は発生しないと考えられている。さらに，岩盤壁面へ作用する膨潤圧が 1MPa の場合，プ

ラグと岩盤の摩擦角は 4°～7°であると算出されている。このようなデータを用いることで，水

圧などによるプラグの移動を防止するための，プラグと岩盤とが接する必要面積を算出すること
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できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真1 ボアホールプラグの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 水平ボーリング孔の位置        図 2 フィルター部の水圧計変化 
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図 3 鉛直ボーリングでのボアホールプラグ 
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ＮＰ－０１：地震・断層活動 

 

１．名称 

地震・断層活動 (NP-01) 

 

２．概要 

処分場近傍において地震・断層活動が発生した場合、処分場の直接的な破壊や、処分場近傍の

環境条件を大きく変化させることで、地層処分システムに大きな影響を与える可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 歪エネルギーの蓄積と解放 

地震・断層活動はプレートテクトニクスと密接に関連しており、特に日本列島及びその周辺の

場合、プレートの沈み込みに伴ってプレート同志の摩擦で蓄積される歪エネルギーとその解放が、

地震・断層活動のトリガーとなっている。図１に、沈み込み帯における地震発生及び断層形成の

模式図（Sholtz, 1993）1)を示す。 

歪エネルギー解放のメカニズムについては、プレート内の既存の脆性破壊面（断層）が関与す

るかどうかで大きく２つに分類できる。既存の脆性破壊面が存在する場合には、その破壊面に沿

ったすべりによって歪エネルギーが解放されるものと考えられる（既存断層の活動）。一方、既存

の脆性破壊面が存在しない場合には、①最大主応力方向に平行にマイクロクラック（微小な引張

り割れ目）の広範な形成、②歪の局所化とマイクロクラックの集中によるせん断ゾーンの形成（図

２参照）、③せん断クラックの形成によるマイクロクラックの結合（せん断プロセスゾーンの形成）

といったステップを経て、亀裂あるいは断層を発生するメカニズムが考えられている。 
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図１ 沈み込み帯の断面模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ せん断ゾーンの始まりの段階における引張り割れ目の配列 

 

 

3.2 地震・断層活動による影響機構 

地震による影響のうち地震動については、地下深部による揺れは地表付近に比較して小さいこ

とから、適切な耐震設計に基づく工学的対策が施されれば、地層処分システムへの影響は小さい

と考えられる。 

地層処分システムへの影響という観点からは、地震そのものよりも、歪エネルギーの解放の結

果生じる可能性のある断層活動、すなわち、既存断層の再活動、既存断層の伸張、断層の発生な

どの方がむしろ重要であると考えられる。 

伸張あるいは発生した断層が処分場領域を横断してしまった場合、処分場の破壊のような重篤

な事象が発生する。 

一方、断層と処分場との間にある程度の隔離距離がある場合であっても、処分場の周辺環境に

いくつかの影響を及ぼし得る。 
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まず、断層活動によって、核種の移行経路が変化することが考えられる。難透水性の既存断層

が再活動によって透水性に転じた場合、断層の伸張あるいは発生が、安全評価上で考慮している

既存の透水性断層の位置よりも処分場に近い側に形成された場合、核種移行経路が変更され、評

価上の移行距離が短くなる可能性がある。 

また、歪エネルギーの解放による周辺岩盤の間隙構造あるいは水頭圧分布の変化に伴って、そ

こでの水理場の過渡的な変化が生じるseisimic pumpimgと呼ばれる現象が生じる場合がある（図

３参照、Wood, 1994）2)。正断層（引張り応力）におけるすべりの場合、地下水の湧水が、逆断

層（圧縮応力）におけるすべりの場合、地下水位の低下が起きると考えられており、大規模地震

後に湧水、水位低下が発生した事例も、観察されている。 

この水理学的な現象と関連して、地表の酸化性地下水を地下深部に吸い込んでしまったり、逆

に、処分場位置よりも深部に存在していた熱水を処分場領域に吸い上げてしまったりすることが

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 断層のすべりにともなう湧水及び水位低下 

（上段：正断層、下段：逆断層） 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 SKB における地震活動の評価事例 

３つの候補サイトの安全性を比較したSR973) では、「地震活動」がシナリオのひとつとして取

上げられ、評価対象となっている。 

Sweden 全体を地震活動の観点から、southern Sweden, the Lake Vanern region, the Gulf of 

Bothnia, 及び northern Sweden の４つの地域に分類し、それぞれの地域における地震発生頻度を

整理したものが、図４である。今後 10 万年間における地震発生頻度について、震度 3以上の地震

が発生する頻度が最も高いのが the Lake Vanern region であることが示されている。 
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図４ Sweden における地震発生分布と将来の地震頻度予測 

（左）Swedenにおいて発生した地震の分布 （右）今後10万年間における地震発生回数の予測。直径100kmの

円形エリアとして標準化されている。 

 

地震シナリオにおける一連の評価方法の流れを図５に示す。 

初めに処分場サイトにおける亀裂ネットワークモデルを作成する。次にこれを処分場エリアに

当てはめて、亀裂と交差するキャニスタの空間配置を決定する。このとき亀裂ネットワークモデ

ルについては 100 個の realization を作成する。さらに、Sweden の４つの地域区分ごとに設定さ

れた地震発生頻度と震度の相関式を用いてながら、処分場を中心とした 100km の範囲の中で、地

震をランダムに発生させる。最後に、得られた結果を確率密度関数等を用いて統計的に表示して

いる。 
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図５ 地震シナリオ評価における４つのステップ 
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4.1.2 Nagra における地震・断層活動の取り扱い 

Project Opalinus Clay 4)では、「既存断層の再活動あるいは断層の発生 (re-activation of 

existing or formation of new discontinuities) 」や、「地震の影響 (effects of earthquakes) 」

を稀頻度の地質学的事象として、シナリオから除外している。 

ネオテクトニクスの動きは、既存断層に沿って発生するため、主要な断層の発生は非常に考え

にくいとしている。また、処分場近傍には微小な亀裂ゾーンが存在する可能性があるが、それら

は透水性ではなく、また、Opalinus Clay の自己修復性のゆえに、透水性が上昇することはない

と結論している。 

地震活動については、Zurcher Weinland では軽度の地震活動しか認められないとしている。ま

た、ひとたび処分場を閉鎖した後では、たとえ非常に大きな地震を仮定したとしても、バリアシ

ステムの力学的損傷は考えられないと結論している。 

 

4.1.3 核燃料サイクル開発機構による地震・断層の評価事例 

核燃料サイクル開発機構によるHLW地層処分の第 2 次取りまとめ5)6)では、突発的かつ局所的な

現象である地震・断層活動が地層処分システムに重大な影響を及ぼすことについては、適切なサ

イト選定と処分場の設計を行うことにより避けるあるいはその確率を小さくすることが可能と考

えられるとして、安全評価の対象から除外している。 

 

4.1.4 NUMO による「概要調査地区選定における考慮事項」 

原子力発電環境整備機構（NUMO）では、概要調査地区選定にあたり、法定要件を満たすため

の考慮事項のひとつとして「地震（断層活動）」が挙げられている。地震（断層活動）について、

全国一律に評価する事項として、次のように記述している7)。 

陸域では空中写真判読等、海域では海上音波探査等に基づいて全国的に調査された文献に示

されている活断層がある場所は含めないように、概要調査地区を選定します。 

 

この評価の考え方については、以下のように記述している。 

 

くり返し活動し、変位の規模が大きい活断層の多くは、陸域では地形、海域では海底の堆

積層に明瞭な痕跡を残しています。本来、活断層の評価は、現地における詳細な調査に基づ

き行われるべきものですが、ここでは文献調査という限られた情報から全国一律に評価する

ために、全国規模で体系的にデータが整備されている文献に基づき判断することとします。 

具体的には、陸域については空中写真判読や地表踏査等に基づく「200 万分の1日本列島活

断層図」（2002）に記載されている活断層および推定活断層、海域については海上音波探査

や海上ボーリング等に基づく「日本周辺海域の第四紀地質構造図」（2001）に記載されてい

る断層（正断層、逆断層、横ずれ断層およびセンス不明の断層）です。 

以上の文献に示されている活断層は、将来数万年を考えた場合、処分場に大きな影響を及

ぼす可能性が否定できないことから、これらがある場所は含めないように概要調査を行う範

囲を設定し、概要調査地区を選定します。 
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また、個別地区ごとに評価する場合には以下の事項を併せて考慮することが記述されている。 

 

くり返し活動し、変位の規模が大きい活断層等について、次の事項に該当すると明確に判

断される場所、範囲は含めないように、概要調査地区を選定します。 

① 全国一律に評価する事項で用いた以外の文献によって認められる活断層がある

場所 

② 活断層の幅（断層破砕帯）およびその外側の変形帯に含まれる範囲. 

③ 活断層の分岐等の発生の可能性が高い範囲. 

④ 顕著な活動を継続している活褶曲や活撓曲の分布範囲. 

 

この評価の考え方については、以下のように記述している。 

 

第四紀火山の中心から半径15km の円の外側の地域において、第四紀の火山体、火口、岩

脈等の分布等について個別に詳細な検討を行い、将来数万年にわたりマグマの地殻への

貫入や地表への噴出が生じる可能性等を判断します。 

また、マグマの活動に伴い生じる著しい熱、強酸性の熱水、著しい熱水対流の存在等

についても、処分場に重大な影響を及ぼす可能性が高いことから、将来も含めこれらを

避ける必要があり、検討を行います。 

第四紀火山の存在、火成活動による著しい影響の範囲に関し、文献調査から判断でき

ない場合は、概要調査あるいはそれ以降の調査において検討していきます。 

なお、上記の火山に関する考慮事項の内容は、将来数万年という長期の安全性の確保

が必要となる高レベル放射性廃棄物の最終処分施設を対象としたものです。地域の防災

計画、他の原子力施設や一般の建築物の計画・設計等に関しては、評価されるべき期間

が異なりますので、ここで示す考慮事項が適用されるものではありません。 

 

①について：全国一律に評価する事項に該当する活断層に加え、個別の文献調査で得られた他

の文献により明確に認められる活断層がある場所は含めないように概要調査を行う範囲を設定し、

概要調査地区を選定します。 

②について：将来数万年において、断層活動が生じる可能性がある活断層の幅等の範囲は、最

終処分施設に著しい変形を及ぼす可能性があります。このため、断層の走向、傾斜等の三次元的

な構造も考慮し、断層活動により周辺岩盤に生じた角礫部、粘土部、固結した破砕部等の分布範

囲から判断される活断層の幅、さらにその周辺の変形帯に該当する範囲は含めないように概要調

査を行う範囲を設定し、概要調査地区を選定します。活断層の幅と変形帯の範囲は、断層や周辺

岩盤の性状等によって多様であることから、個別に詳細な検討を行います。 

③について：盆地や平野と山地との境界付近に逆断層がある場合等では、将来数万年において

活断層が分岐する可能性があります。また、活断層の延長上で群発地震が発生していた場合等に

は、将来数万年において断層が長さ方向に伸展する等の可能性もあります。このため、個別に詳
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細な検討を行い、これらの可能性が明確に認められる範囲は含めないように概要調査を行う範囲

を設定し、概要調査地区を選定します。 

④について：規模が大きく明確な活褶曲や活撓曲の分布する範囲は、将来数万年の間に最終処

分施設に著しい変形を及ぼす可能性があります。このため、個別に詳細な検討を行い、これらの

範囲は含めないように概要調査を行う範囲を設定し、概要調査地区を選定します。 

 

活断層等の存在が文献調査から明確に判断できない場合には、概要調査あるいはそれ以降の調

査において、最終処分施設を合理的に配置することが困難となるような活断層等の有無を検討し

ていきます。 

なお、上記の断層活動に関する考慮事項の内容は、将来数万年という長期の安全性の確保が必

要となる高レベル放射性廃棄物の最終処分施設を対象としたものです。地域の防災計画、他の原

子力施設や一般の建築物の計画・設計等に関しては、評価されるべき期間が異なりますので、こ

こで示す考慮事項が適用されるものではありません。 

 

4.2 経時変化予測 

日本列島における主な地震・断層活動は、既存の活断層では過去数十万年程度の期間において

は同様の活動様式で繰り返されており、これを外挿して、今後十万年程度においても同様の傾向

を持続するものと考えられている。 

しかしながらこれを超える期間において、テクトニクスの傾向が持続するのか変化するのかに

ついては予測することが困難である。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

日本列島における活断層の分布を図６に示す（200 万分の 1活断層図編纂ワーキンググループ8）

）。同図では、詳細な空中写真判読により、過去数十万年前以降の地層に変位を生じさせたと推定

される内陸の活断層の分布を示している。 

 NP 天然現象-8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 活断層分布図 

 

表１に、日本列島周辺における活断層区とそこに含まれる断層の特性を整理する（活断層研究

会編9））。同表をみると，概して活断層密度の小さい地区では断層の長さが短く，また活動度もC 

級程度と低い（Ⅰa，Ⅶa，Ⅷなどの地区）。密度が中位の地区では，主要断層の長さも中位で，

活動度もB 級程度が多い（Ⅱb，Ⅵe など）。また密度が大きいところでは，概して断層が長く，

活動度もA 級に及ぶ（Ⅵc，BT，Ⅵd，BM）。これに対して密度や活動度が比較的高いにもかかわ

らず断層の長さが短いのは伊豆半島周辺（Ⅴb），フォッサマグナ西縁（BF），中九州火山地域（Ⅶ

b）である。 
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表１ 活断層区とその中での断層の特性 

 

 

.4 不確実性 

する不確実性 
、既存の活断層の活動性、活断層破砕帯の幅、ずれ変位を生じる

可

4.4.2 データに関する不確実性 

発生確率には多くの不確実性を含んでいる。 

 

参考文献＞ 
 C. H. (1993)：地震と断層の力学、古今書院． 

e mobilization of fluids, Geo. 

[3] ions caused by the impacts of asteroids and comets, 

[4] ty Report – Demonstration of disposal 

4

4.4.1 現象に関

過去数十万年の活動様式から

能性のある小断層等の分布範囲などについては、それぞれ理解が進んでおり、現在のテクトニ

クスの傾向が継続すると考えられる期間（例えば 10 万年）においては、それらの将来挙動を予測

することが可能である。しかしながら、これを超える期間における断層活動予測には、多くの不

確実性を含む。 

 

稀頻度の事象であり、シナリオの

＜

[1] Sholtz,

[2] Wood, R. M. (1994): Earthquakes, strain-cycling and th

Soc. Spc. Pub.No.78, pp.85-98． 

SKB(1999): Environmental perturbat

Rev. Geophys., vol.35 No.1, pp399-416. 

Nagra(2002): Project Opalinus Clay, Safe
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feasibility for spent fuel, vitrified high-level waste and long-lived 

intermediate-level waste, TECHNICAL REPORT 0 -05, pp.122-123. 

核燃料サイクル開発機構(1999)：わが国における高レベル放射線廃棄物

 2

[5] 地層処分の技術的

[6] わが国における高レベル放射線廃棄物地層処分の技術的信頼性

[7] 地区選定上の考慮事項－高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設

[8] 

資料，東京大学出版会，437p． 

信頼性－地層処分研究開発第2次取りまとめ分冊１ わが国の地質環境、JNC TN1400 

99-021、、pp.II-141． 

核燃料サイクル開発機構：

－地層処分研究開発第2次取りまとめ分冊３ 地層処分システムの安全評価、JNC TN1400 

99-023、pp.IV-50． 

NUMO(2002)：概要調査

置可能性を調査する区域の公募関係資料－３, pp.9-12. 

200 万分の1 活断層分布図(1999)，活断層研究，19. 

[9] 活断層研究会編(1991)： 新編日本の活断層－分布図と
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ＮＰ－０２：火山・火成活動 

 

１．名称 

火山・火成活動 (NP-02) 

 

２．概要 

処分場近傍において火山・火成活動が発生した場合，処分場の直接的な破壊や，処分場近傍の

環境条件を大きく変化させることで，地層処分システムに大きな影響を与える可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合い 

3.1 初成マグマの形成 

火山・火成活動はプレートテクトニクスと密接に関連しており，特に日本列島及びその周辺の

場合，プレートの沈み込みによって生じる初成マグマの形成が，火山・火成活動の主要因となっ

ていると考えられている。プレートの沈み込みに伴う初成マグマ形成のメカニズムを図１に示す

1)。プレートの沈み込みからモホロビチッチ不連続面近傍での初成マグマ形成まで，次のような

一連のプロセスが考えられている。 

① 沈み込みリソスフェアからの脱水 

② アセノスフェアの部分溶解 

③ 密度差によるダイアピル上昇 

④ ダイアピルの上昇停止とマグマの分離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ プレートの沈み込みと初成マグマの形成の模式図 

 

3.2 火山・火成活動の発現 

アセノスフェアに形成された初成マグマが，地表に噴出して火山活動を発現するまでのメカニ

ズムは，次のように考えられている。 
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① 浮力と粘性力とのバランスを保ちつつ，地殻内に割れ目を形成しながらマグマが上昇

する。 

② 上部地殻で密度差が解消され，マグマの上昇が停止する（マグマ溜りの形成）。 

③ 減圧に伴うマグマの発泡 

④ 発泡によるマグマの膨張と粘性の低下 

⑤ 火道内圧力上昇によるマグマの噴出 

また，これ以外にも，地下浅部でマグマが地下水と接触して水蒸気を発生，その結果として爆発

的に噴火する「マグマ水蒸気爆発」による火山活動発現メカニズムも存在する。 

一方，火成活動については，上記プロセスにおいて地殻内に形成されたマグマ溜りが，岩盤に

働きかけて熱変成作用をもたらすと同時に，地下水に働きかけて直接的には熱対流の発生を，間

接的には熱水変質作用をもたらすことが考えられている。 

火山活動と火成活動とは対にして取り扱われることが多いけれども，必ずしも全ての火山にお

いて火成活動が認められているわけではない。岩木山や鳥海山など，最近数十万年以降に新たに

形成された火山周辺には顕著な熱水変質帯が生成しておらず，顕著な熱水変質帯の形成には数十

万年以上の期間を要する可能性があることを，小松・梅田2)は指摘している。 

 

3.3 火山・火成活動による影響機構 

火山・火成活動が地層処分システムに及ぼす影響機構は，マグマ溜りや火道と処分場との相対

的な位置関係によって大きく異なる。 

マグマ溜りあるいは火道が処分場領域とオーバーラップする場合は，マグマによる処分場の破

壊という重篤な事象を引き起こし，火山噴出物と随伴して放射性物質が直接生活環境に放出され

る（接近シナリオ）ことが考えられる。 

マグマ溜りあるいは火道と処分場領域との間に，ある程度の隔離距離がある場合には，火成活

動によって引き起こされるプロセスが主要な影響機構となる。熱変成作用あるいは熱水変質作用

に伴う周辺岩盤（あるいは処分施設の一部を含む）の特性変化（鉱物組成の変化，間隙率・間隙

構造の変化，吸着特性の変化等）や，熱対流発生による水理環境変化などが発生することが考え

られる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 Nagra によるマグマ貫入の取り扱い 

Project Opalinus Clay (Nagra, 2002) 3)では，「マグマの貫入(magma intrusion)」を，「既存

断層の再活動あるいは断層の新生」や，「地震の影響」とともに稀頻度の地質学的事象としてひと

まとめにして，シナリオから除外している。特にマグマの貫入については，地質学的な理由から，

そしてマグマが十分深い位置に存在することを示す地温分布図から除外できると判断している。 

 

4.1.2 核燃料サイクル開発機構による隆起・侵食の評価事例 

核燃料サイクル開発機構によるHLW地層処分の第 2 次とりまとめ4)5)では，突発的かつ局所的な
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現象である火山・火成活動が地層処分システムに重大な影響を及ぼすことについては，適切なサ

イト選定と処分場の設計を行うことにより避けるあるいはその確率を小さくすることが可能と考

えられるとして，安全評価の対象から除外している。 

 

4.1.3 NUMO による「概要調査地区選定における考慮事項」 

原子力発電環境整備機構（NUMO）では，概要調査地区選定にあたり，法定要件を満たすための

考慮事項のひとつとして「噴火」が挙げられている。噴火について，全国一律に評価する事項と

して，次のように記述している6)。 

 

将来数万年にわたるマグマの活動範囲の拡がりの可能性を考慮し，第四紀火山の中心から

半径１５kmの円の範囲内にある地域は含めないように，概要調査地区を選定します。 

 

この評価の考え方については，以下のように記述している。 

 

マグマの地下深部からの上昇によって生じる地殻への貫入や地表への噴出については，最

終処分施設に直接的な破壊等の重大な影響を及ぼすことから，これを避ける必要があります。

このため，将来数万年にわたりマグマの地殻への貫入や地表への噴出が生じる可能性のある

地域は含めないように，概要調査地区を選定します。 

日本の第四紀火山は特定の地域に偏って分布しているという傾向があり，一般には過去２

００万年の間，その傾向に大きな変化は認められないことから，将来数万年においてもこれ

までと同様の地域内で活動するものと考えられます。また，個々の火山に着目すると，古い

火山ほどマグマの活動範囲が広がる可能性がある事が知られており，その範囲は将来数万年

を考慮したとしても最大３０km 程度（火山の中心を仮定すると，半径１５km 程度）と想定

できます）。さらに，「日本の第四紀火山カタログ」（１999 ）に示されているデータに基

づき，個々の第四紀火山について現在までのマグマの活動範囲を想定すると，多くの火山で

は火山の位置（その火山を代表する位置）を中心として数km程度の範囲内であり，一部の，

分布範囲の広い単成火山群や大規模なカルデラを有する火山等の特殊な事例を除けば，すべ

ての火山で半径15kmの円の範囲内に収まります。 

以上のような理由により，「日本の第四紀火山カタログ」（1999）の付図「日本の第四紀

火山」に記載されている火山の位置（「日本の第四紀火山一覧表」に緯度，経度で記載）を

第四紀火山の中心とし，半径15kmの円の範囲内にある地域は含めないように概要調査を行う

範囲を設定し，概要調査地区を選定します。 

 

また，個別地区ごとに評価する場合には以下の事項を併せて考慮することが記述されている。 

 

第四紀火山の中心から半径15km の円の外側の地域でも，将来数万年にわたりマグマの地殻

への貫入や地表への噴出が明確に判断される地域は含めないように，概要調査地区を選定し

ます。また，将来も含め，マグマによる著しい熱の影響，強酸性の熱水，あるいは著しい熱
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水対流が存在すると明確に判断される地域は含めないように，概要調査地区を選定します。 

 

この評価の考え方については，以下のように記述している。 

 

第四紀火山の中心から半径15km の円の外側の地域において，第四紀の火山体，火口，岩脈等

の分布等について個別に詳細な検討を行い，将来数万年にわたりマグマの地殻への貫入や地

表への噴出が生じる可能性等を判断します。 

また，マグマの活動に伴い生じる著しい熱，強酸性の熱水，著しい熱水対流の存在等につ

いても，処分場に重大な影響を及ぼす可能性が高いことから，将来も含めこれらを避ける必

要があり，検討を行います。 

第四紀火山の存在，火成活動による著しい影響の範囲に関し，文献調査から判断できない

場合は，概要調査あるいはそれ以降の調査において検討していきます。 

なお，上記の火山に関する考慮事項の内容は，将来数万年という長期の安全性の確保が必要

となる高レベル放射性廃棄物の最終処分施設を対象としたものです。地域の防災計画，他の

原子力施設や一般の建築物の計画・設計等に関しては，評価されるべき期間が異なりますの

で，ここで示す考慮事項が適用されるものではありません。 

 

4.2 経時変化予測 

中新世後期～鮮新世以降における日本列島の火山活動には偏在性が認められ，東日本火山帯と

西日本火山帯の範囲のみに限って活動が生じている。過去数十万年における火山活動の変化は，

島弧スケールでの火山フロントの顕著な移動としてではなく，むしろ火山地域や火山列スケール

での活動域の拡大・縮小，移動などの変化としてとらえることができる。したがって，十万年程

度の将来については，火山地域・火山列スケールでの過去数十万年間の火山活動の時間的・空間

的変化に基づき，将来の活動域を評価することが可能であると考えられる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

日本列島周辺のプレート配置と第四紀火山の分布を図２に示す（第四紀火山カタログ委員会編

7））。 

東日本火山帯は北米プレート，ユーラシアプレートおよびフィリピン海プレートの上に位置し，

そこには太平洋プレートが沈み込んでいる。火山フロント（火山の分布する最も海溝に近い縁）

は千島弧，東北本州弧，伊豆－小笠原弧の3つの島弧－海溝系の伸長方向に対してほぼ平行に延び

ている。 

一方，西日本火山帯はユーラシアプレートの上に位置し，そこにはフィリピン海プレートが沈

み込んでいる。東日本火山帯と西日本火山帯の間には150km に及ぶ火山分布の空白域が存在する。

近畿から山陰にかけての西南本州弧の東側の火山は，分布密度が低く，他の島弧のように明瞭な

火山フロントを認識することができない。また，この地域にはいくつかの完新世に活動した火山

が存在するが，歴史時代に噴火した火山は知られていない。さらに，西南本州弧の日本海側に沿

ってアルカリ玄武岩の単成火山群が離散的に分布するという特徴も有する。 
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図２ 日本列島周辺のプレート配置と第四紀火山の分布 

図中，赤線が火山フロント。 

 

地熱坑井データベース，地殻熱流量データ等に基づいて作成された，日本列島の地温勾配分布

を図３に示す8)。 

北海道の日高西部，三陸海岸周辺，関東平野東部，関東山地周辺，濃尾平野周辺，琵琶湖周辺，

中国南部，四国，九州北部と中央部の非火山地帯の各地域では2℃/100m 程度であるのに対して，

北海道や東北，北陸，中部，近畿南部，中国北部，九州中央部，九州南部の各地域では3～5℃/100m 

とやや高い値を示す。また，地温勾配が10℃/100m 以上の高温異常域は，北海道東部（知床，阿

寒），北海道中央部（大雪，十勝），北海道南西部（定山渓，ニセコ，支笏洞爺，渡島半島），

東北脊梁山脈部（下北，八甲田，仙岩，栗駒，蔵王，吾妻，会津，肘折，那須，塩原，草津白根），

飛騨山脈周辺，伊豆半島東部，大島,八丈島，紀伊半島南部，山陰中部，九州中央部（別府～島原），

および九州南部（霧島，指宿）にそれぞれ分布しており，第四紀火山の分布と整合的である。し

かしながら，富士，御岳，鳥海などは，活火山であるにも係わらず，火山周辺に高い地温勾配が

認められない。このように，現在の高温異常域は第四紀の火山活動に関連していると考えられる

が，すべての第四紀火山およびその周辺地域が高温異常域となるわけではない。 

また，紀伊半島南部のように第四紀火山が存在していない地域においても高温異常域が認めら

れる。これら非火山地域に高温異常域が存在する理由は，明確には明らかにされていないが，地

表に噴出していないマグマが地下に存在するという考え9)や地下深部まで発達した断裂系から熱
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水が上昇しているという指摘10)がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 日本列島の地温勾配コンター図 

 

火山周辺の高温異常域の広がりについては，阿蘇，吾妻，富士，白山，霧島，御岳，三瓶の各

火山の周辺に位置する坑井の地温勾配値と噴出中心から坑井までの距離の相関が図４のように観

察されている（梅田ほか，1999）11)。これらの火山では噴出中心から離れるにしたがって，地温

勾配は低下し，おおむね噴出中心から10～20km 程度でその地域のバックグラウンド程度の地温

勾配値になる。 
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図４ 火山の噴出中心からの距離と地温勾配の関係 

 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
火山フロントが明瞭に認められる地域（例えば，東日本火山帯）では，適切なサイト選定を行

う（例えば前弧側を選定する等）ことで，現在のテクトニクスが継続する期間における火山・火

成活動を排除するか，あるいはその発現確率を著しく低く保つことができると考えられる。しか

しながら，長期的（例えば数十万年以上）にテクトニクスの傾向が変化した場合，既存火山の活

動性やその活動域に変化が生じる可能性がある。 

一方，火山フロントが明瞭に認められない地域（例えば，西日本火山帯）では，プレートの沈

み込みとの関連性を持たない火山の存在が指摘されるなど，そのメカニズムについてはなお不明

な点が多い（例えば，山崎，大井田 (1985)）12)。火山フロントが明瞭に認められない地域での火

山の活動性に関する長期予測に含まれる不確実性は，火山フロントが明瞭に認められている地域

の場合に比較すると，相対的に大きくなる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

稀頻度の事象であり，シナリオの発生確率には多くの不確実性を含んでいる。 

 

＜参考文献＞ 

[1] 巽好幸(1995)：「沈み込み帯のマグマ学－全マントルダイナミクスに向けて」，東京大学

出版会. 

[2] 小松亮，梅田浩司(1999):「日本列島における温泉・熱水変質帯について」，サイクル機構

技報４，pp.121-128. 

[3] Nagra(2002):Project Opalinus Clay, Safety Report – Demonstration of disposal 

feasibility for spent fuel, vitrified high-level waste and long-lived 

intermediate-level waste, TECHNICAL REPORT 02-05, pp.122-123. 

[4] 核燃料サイクル開発機構(1999)：わが国における高レベル放射線廃棄物地層処分の技術的

 NP 天然現象-18



信頼性－地層処分研究開発第2次とりまとめ－分冊１ わが国の地質環境，JNC TN1400 

99-021，pp.II-141. 

[5] 核燃料サイクル開発機構(1999):わが国における高レベル放射線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－分冊３ 地層処分システムの安全評価，JNC 

TN1400 99-023，pp.IV-50. 

[6] NUMO(2002)：概要調査地区選定上の考慮事項－高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設

置可能性を調査する区域の公募関係資料－３，pp.14． 

[7] 第四紀火山カタログ委員会編(1999)：日本の第四紀火山カタログv. 1. 0（CDROM版），日

本火山学会． 

[8] 矢野雄策，田中明子，高橋正明，大久保泰邦，笹田政克，梅田浩司，中司昇(1999):日本列

島地温勾配図（1：3,000,000），地質調査所. 

[9] Wakita,H., Sano,Y. and Mizoue,M.(1987): High 3He emanation and seismic swarms 

observed in a non volcanic forearc region, Jour. Geophys. Res., 92, pp.12539-12546. 

[10] 大石朗，村松容一，吉田裕，橋詰良吉(1995)：流体包有物による和歌山県本宮地域の熱水

活動の検討，温泉科学，45，pp.63-75． 

[11] 梅田浩司，小松亮，中司昇(1999)：坑井データによる地下温度構造の推定，サイクル機構

技報，no.2，pp.29-36． 

[12] 山崎文人，大井田徹(1985)：中部日本におけるフィリピン海プレート沈み込みの形状，地

震，38，pp.193-201． 

 

 

 NP 天然現象-19



ＮＰ－０３：隆起・侵食 

 

１．名称 

隆起・侵食 (NP-03) 

 

２．概要 

隆起・侵食は，処分深度の減少，地形変化に伴う地表環境の変化，風化帯の形成と地下水性状

の変化等，さまざまなプロセスを経て，地層処分システムに影響を及ぼしうる。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

地質学的な現象としてそのメカニズムに注目した場合には，隆起と沈降，そしてそれに引き続

く侵食と堆積が，それぞれ対になるプロセスである。しかしながら，沈降現象と堆積現象とは，

いずれも土被りあるいは処分深度の増加となるプロセスであり，地層処分システムの安全性の観

点からはむしろ好ましいものと考えられている。そこで，外部 FEPｓとしては，安全性への懸念

の生じるプロセスに着目し，「隆起・侵食」として整理することが通例となっている。 

 

3.1 隆起・沈降のメカニズム 

隆起・沈降は，地殻変動の上下成分として発現する絶対的なものと，特に沿岸部に顕著な例と

して，海水準変動に伴って生じる相対的なものとがある。 

地殻変動から生じる隆起・沈降の場合，地質構構造の形成メカニズムの多様性に伴い，隆起・

沈降の発現モードも多様であると考えられている。貝塚ほか（1995）1)が試みた山地・盆地の変

動様式を参考に，日本列島の変動様式（隆起・沈降）を類型分類すると，①褶曲断層山脈，②逆

断層地塊，③横ずれ断層地塊，④曲隆山地，⑤地震隆起・沈降，及び⑥正断層地塊となる。 

・ 褶曲断層山脈：褶曲と逆断層の活動による隆起・沈降 

・ 逆断層地塊：逆断層の活動と傾動による隆起・沈降 

・ 横ずれ断層地塊：横ずれ変形による地殻短縮の解消（高地の形成とブロック化，展

張場の形成） 

・ 曲隆山地：長い波長の緩やかな隆起・沈降 

・ 地震隆起・沈降：地震時の沈降と地震間の緩やかな隆起（傾動）の合成 

・ 正断層地塊：引張り応力による正断層の形成と沈降（地溝の形成） 

 

一方，海水準変動の場合，相対的な隆起・沈降が周期的に繰り返し発生し，引き続き生じる侵

食・堆積作用の誘因となる。 

 

3.2 侵食・堆積作用のメカニズム 

地殻変動によって生じる絶対的な隆起・侵食，あるいは海水準変動に伴って生じる相対的な隆

起・侵食を引き金として，侵食基準面の相対的な低下・上昇し，それぞれ侵食作用あるいは堆積

作用が発生する。 
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侵食・堆積作用は必ずしも地形高度の増減によってのみ特徴付けられるものではなく，当該エ

リアにおける気候や分布岩種にも関連すると推測されるが，JNC (1999a)2)では，ダム流域の平均

侵食速度と地質との明瞭な相関も，またダム近傍の年降水量や降雨強度と侵食速度との明瞭な相

関は認められないとして，「わが国においては，ダム流域のようなある程度の広がりをもつエリア

の侵食速度（面的侵食）は，降水量や地質よりも，むしろ基準高度分散量（1km2における標高値

の度数分布の標準偏差）に支配されると考えられる」としている。 

一般に侵食は，その営力と作用によって雨食，河食，氷食，風食，および海食に区分される。

このうち，温暖・湿潤な日本列島における侵食の主要なメカニズムは，河川の下刻，河谷に沿っ

た斜面崩壊などのマスムーブメント，及び海食であると考えられている。氷河期に形成される山

岳氷河による侵食は，本州中部以北の高山のごく一部に限られており，日本における主要な侵食

メカニズムのひとつとは認められない。 

 

3.3 隆起・侵食作用による影響機構 

隆起・侵食による地層処分システムへの影響機構は，隆起・侵食の程度によって，大きく２つ

に大別される。隆起・侵食量が比較的小さく，相対的な処分深度は減少しつつも，なお地下水シ

ナリオが成立する場合と，隆起・侵食量が大きく，処分場そのものが地表に露出してしまう接近

シナリオの場合である。 

 

3.3.1 地下水シナリオの場合の影響機構 

地下水シナリオの範疇における隆起・侵食では，地層処分システムに影響を及ぼし得る影響を，

処分深度の減少，地表環境の変化，及び風化帯の形成という側面からとらえることができる。 

処分深度の減少は，地温の減少，地圧（土被り）の減少といった点で処分システムの設置環境

に影響を及ぼすとともに，生物圏に至るまでの核種移行距離を相対的に減少させる可能性がある。 

侵食による地表環境の変化は，動水勾配・間隙水圧の変化をもたらすとともに，GBI の多様化

や地表での水利用状況の変化等，生物圏の変化をもたらすことが予想される。 

処分深度の減少によって処分システムが風化帯域にかかった場合，風化作用による岩石の物理

化学的性状変化（間隙率及び間隙構造の変化，粘土鉱物の生成等）に伴い，水理特性（透水係数）

及び物質移動特性（間隙率及び間隙構造，吸着性）が変化する。また，地下水性状が深部地下水

性状から地表水性状へ近づくことで，酸化還元電位の相対的上昇，ｐH の相対的低下が観察され

ることが予想される。 

 

3.3.2 接近シナリオの場合の影響機構 

隆起・侵食の程度が著しく，処分システムが地表に露出してしまった場合，もはや地下水を媒

介として核種が生活環境に移行するのではなく，核種と一般公衆とが直接接触し得るような接近

シナリオの範疇になる。 

隆起・侵食の接近シナリオにおける被ばく経路（経口摂取，吸入摂取及び外部被ばく）は，ボ

ーリング孔の処分場貫通や，処分場の掘り返し等，他の接近シナリオの場合と大きな相違はない

と考えられる。隆起・侵食に起因する接近シナリオに特徴的なこととして，①河川の下刻（線的
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侵食）とマスムーブメントや海食（面的侵食）とで接近シナリオにおけるソースタームに大きな

相違があること，及び②接近シナリオが発現するまでには数十万年程度の時間を要すると考えら

れるため，その間に発生する核種の減衰や処分場からの漏洩・分散希釈効果によって，接近シナ

リオとしてのソースタームは相対的に減少していると予想されること，が挙げられる。 

 
４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 Nagra による隆起・侵食の評価事例 

Project Opalinus Clay3)では，北部スイスそしてZurcher Weinland（候補サイト）が，アルプ

ス造山運動の結果として，過去数百万年同様，依然として隆起傾向にあることを記述している。

平均的な隆起・侵食速度は 0.1mm/y程度であり，100 万年経過時点でも 100mの侵食量であること

から，なお 450m以上の土被りが存在するため，隆起・侵食による処分場の地質環境へ大きな影響

を及ぼすことはないとして，安全評価におけるシナリオから除外されている。 

500 万年を越えると一部の処分トンネルが局所的に露呈するが，使用済み燃料の場合でも，そ

の頃までにはウラン鉱石と同程度の毒性にまで放射線学的に減衰しているため，大きな影響はな

いとしている。 

 

4.1.2 核燃料サイクル開発機構による隆起・侵食の評価事例 

核燃料サイクル開発機構によるHLW地層処分の第 2 次取りまとめでは，地表付近 100m以浅の領

域における酸化性地下水の影響と，同領域での土被り減少に伴う地下水流速の増大を仮定して，

隆起・侵食作用による影響を評価している（図１参照）4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 隆起・侵食シナリオを評価するための概念モデル4)
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4.1.3 NUMO による「概要調査地区選定における考慮事項」 

原子力発電環境整備機構（NUMO）では，概要調査地区選定にあたり，法定要件を満たすための

考慮事項のひとつとして，個別地区における隆起・侵食作用について次のように記述している5)。 

 

過去10万年間の隆起の総量が300 ｍを超えていることが明らかな地域は含めないように，概

要調査地区を選定します。 

 

この評価の考え方については，以下のように記述している。 

 

隆起については，過去数十万年前から現在，および将来の変動傾向を，段丘の地形面等か

ら概ね把握することができます。過去数十万年の間には何段かの地形面が形成されており，

なかでも約12.5 万年前にできた地形面は全国的によく残っています。各種の記録，空中写真

等による調査結果から，これらの地形面をもとに，およそ10 万年間の隆起量が比較的精度よ

く求められます。 

 一方，侵食については，隆起と異なり，長期の変動傾向を把握することが困難です。一般

に隆起に伴って生じる侵食量は隆起量より小さいと考えられますが，隆起が著しい場合は，

それに見合った顕著な侵食が生じることが否定できないことから，最も厳しい場合を考慮し

て，隆起量と同じ量が侵食されるものと仮定します。 

 これらのことから，過去数十万年程度の地質学的な記録をもとに，過去10 万年間の隆起の

総量を，隆起・侵食に関する評価の目安とします。 

 隆起・侵食によるガラス固化体の地表近くへの接近については，概要調査あるいはそれ以

降の調査に基づき設定される最終処分を行う深さとあわせて検討されるべきものですが，最

終処分を行う深さは，政令により地下300m 以上と定められており，概要調査地区の選定段階

においては，過去10 万年間の隆起の総量が300 ｍを超えていることが明らかな地域は含めな

いように，概要調査を行う範囲を設定することとします。 

 隆起量が文献調査から明らかでない場合は，概要調査あるいはそれ以降の調査において詳

細に検討していきます。 

 また，隆起・侵食によりガラス固化体を埋設した地層が地表に接近することにより，周辺

の地下水の流動特性や水質が変化し，ガラス固化体中の放射性物質が溶出しやすくなったり，

地質環境中を移動しやすくなることも想定されますが，これらについては文献調査に基づく

判断は困難であることから，概要調査あるいはそれ以降の調査において検討していきます。 

 

4.2 経時変化予測 

絶対的な地殻の上下動から決まる隆起・侵食速度については，過去のテクトニクスの傾向が今

後も継続すると仮定して，将来の隆起・侵食速度にも外挿して適用する。また，沿岸部では，こ

れに加えて，気候変動に伴う海水準の周期的上限動の影響も加味して，隆起・侵食速度を見積も

る必要がある。 
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4.3 ナチュラルアナログ 

3 章にて紹介したように，日本列島における山地の変動様式が分類されている。この変動様式

の分布図を図２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 日本列島の変動のタイプ 

 

侵食速度に影響しうる因子として基準高度分散量，地質，及び降水量を考慮した場合に，藤原

ら7)は，これらの因子と平均侵食速度の観察例との関係を図３，４のように整理した。これらの

図から，侵食速度は基準高度分散量との相関が強いことが示唆されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 侵食速度と基準高度分散量及び地質との関係  図４ 侵食速度と降水量との関係 

 

このように，平均的な侵食速度と地形起伏の強さとの間には，強い相関があることが確認され

ており，Ohmori6)では，この相関関係を以下の経験式によって整理している。 
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abDE =  

   E : 平均的な侵食速度 D : 基準高度分散量 

   B=0.000044  a=2.2 (R=0.94) 

 

この経験式をもとに，全国の侵食速度の分布を評価した例を図５に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 基準高度分散量から計算した全国の侵食速度の分布7)

 

以上を総括して，核燃料サイクル開発機構2)では，日本列島における隆起・侵食作用について，

以下のように結論している。 

 

全国の隆起・沈降運動について，地質学的手法，地形学的手法，測地学的手法を用いて，その

速さの分布を概略的に示した結果によると，隆起・沈降運動は地域ごとにある一定の傾向と速度

で数十万年間継続している場合が多い。十万年あたり100m を越える大きな隆起速度は，主として

褶曲断層山脈と逆断層地塊からなる山地や地震隆起をする海岸で認められ，最大で十万年あたり

数百m に達する地域もごく一部で存在する。一方，他の多くの地域の隆起・沈降運動の速さは，

十万年あたり50m 程度かそれ未満であることが多い。このような変動の地域性は各地のテクトニ

クスを反映したものと考えられ，その傾向は将来十万年程度の期間については大きくは変わらな

いものと推察される。 

 各地の侵食速度について，面的な侵食と線的な侵食（下刻）に分けて，その速さの分布を概略

的に示した。面的な侵食速度については，地形の起伏状態と相関が大きいことを利用して，数値

地図を用いた解析により全国の分布図を作成した。河川の下刻については，代表的な河川を例に

そのプロセスを検討した結果，十万年オーダーでは下刻量は隆起量と近い値となることが示され
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た。これらの研究の結果，十万年あたり数百m に達するような大規模な侵食は，隆起が激しい山

地中心部や地震隆起海岸に限られることが示唆された。このような場所を除けば，十万年間に侵

食される深さは数十m～百m 程度と推定される。海岸部の最大下刻量は，隆起と氷期の海面低下量

を合計して評価する必要があるが，それでも多くの場合，十万年で200m 未満と考えられる。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

河岸段丘面，海岸段丘面の地形面とその形成年代から，過去の平均的な侵食速度が見積もられ

ており，これが将来の侵食挙動にも外挿される。ここでは，過去のプレートテクトニクスの傾向

が将来も継続することを前提としている。過去のプレートテクトニクスの傾向は必ずしも未来永

劫にわたって外挿可能なわけではなく，外挿可能な期間（例えば 10 万年）以降の隆起・侵食プロ

セスについては，大きな不確実性が不可避的に存在する。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

隆起・侵食速度，マスムーブメントの規模とその発生確率等には多くの不確実性を含んでいる。 
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ＮＰ－０４：気候・海水準変動 

 

１．名称 

気候・海水準変動 (NP-04) 

 

２．概要 

地球規模あるいは地域規模で発生する気候及び海水準の周期的な変動によって，広域の地下水

流動状況の変化，地下水性状の変化，生物圏の変化等，地層処分システムの周辺環境に影響が及

ぶ。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 気候変動の原因 

気候変動の直接の原因は日射量の変化であり，日射量の変化をもたらす外力としては，①地球

軌道の周期性，②太陽光度の変動，③大規模火山噴火などが挙げられる。このうち特に地球軌道

の周期性については，Milankovitch サイクルとして理論的説明がなされている。Milankovitch

サイクルでは，日射量の周期的変動を①公転楕円軌道の離心率，②地軸傾度及び③歳差運動から

説明し，それぞれ，10 万年，4 万 1 千年及び 2 万 3 千年の周期を有するとしている。図 1 に

Milankovitch サイクルのメカニズムを例示する。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図１ Milankovitch サイクルのメカニズム 

 

 

天文学的に計算されたMilankovitch曲線に現れる冷涼な夏と，実際の地質学的な氷河期との対

比を図２に示す1)。 
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図２ Milakovitch 曲線と地質学的な氷河期 

 

上の曲線は北緯 65°の地表面が受ける太陽放射量の変化を，現在どの緯度で受ける放射量に相当するかに換

算したミランコビッチ曲線。高緯度は寒冷を，低緯度は温暖を表す。過去 100 万年について J.J.ヴェルコムが

再計算したもの。その下には E.F.ツォイナーの対比及び R.W.フェアブリッジの対比(a)が示され，さらに(b)

は，C.エミリアニによるミランコビッチ曲線と深海底コアの分析結果から一般化した気候変化曲線との対比を

示す。 

 

気候変動に対する人為的な原因として，温暖化現象に対する温室効果が指摘される場合もあ

る。これは人間活動によって放出・蓄積されたCO2ガスによって，地球の熱放散バランスが変化

して，大気温度が長期的に上昇する現象である。 

「温室効果」は，より広く解釈すれば「大気組成の変化」である。これは，地球環境システ

ムにおけるさまざまな相互作用のうちのひとつととらえられるべきプロセスであり，必ずしも

人間活動を原因とするものばかりではなく，自然界においても観察されるものである。例えば，

新生代古第三紀には地球が温暖化したことが知られているが，その原因は，大陸棚海底下の固

体状態のメタンガスが突然融解したためだとされている。 

このように温室効果は，気候変動の原因としては，Milankovitchサイクルに代表されるような

日射量の変化のような外部からの影響メカニズムとは明らかに異なっており，むしろ気候変動

の結果として生じる地球環境システム内のプロセスの一部という側面もある。 

海水準変動も，温室効果の場合と同様，気候変動の直接の外力である日射量の変動を原因と

した，地球環境システム内のさまざまな相互作用のうちのひとつとしてとらえられるべきプロ

セスである。特に，氷河の形成の見られる沿岸地域では，氷河の形成・縮小に伴う地球規模で

の海水準の変動(eustacy)と，氷河重量による地域的な地殻の上下動(isostacy)という２つのプ

ロセスが発生するため，そこでの相対的な海水準変動の挙動はより複雑である。 

 

3.2 地層処分システムへの影響 

気候・海水準変動が地層処分システムに及ぼしうる影響は多岐にわたることが予想されるが，

大別すれば，処分場周辺の地下水流動状況への影響と，地下水性状への影響が主要なものである
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と考えられる。 

降水量の変化は，地表侵食量の変化として動水勾配を変化させる（一般に，寒冷期には降水量，

侵食量ともに減少，温暖期には降水量，侵食量ともに増大）とともに，涵養量の変化をもたらす

ことで，地下水位，間隙水圧，地下水流路などに影響を及ぼしうる。 

海水準変動による影響は，特に沿岸部において顕著であり，海食・海退による動水勾配の変化

や塩淡境界の移動に伴う地下水性状の変化が考えられる。 

また，日本においては必ずしも広く観察されているプロセスではないが，寒冷期において氷河

や永久凍土が形成された場合には，主に地表近傍の地形，力学，水理に大きな影響を及ぼしうる。 

これら地圏(geosphere)への影響があると同時に，気候・海水準変動に顕著な特徴として，生態

系そのものにも大きな変化をもたらすために，生物圏(biosphere)モデルの変更を促す可能性もあ

ることが指摘できる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

4.1.1 SKB による気候・海水準変動の評価事例 

スウェーデンの場合，気候・海水準変動として最も重要なシナリオは氷河の形成である。スカ

ンジナビア半島における将来の氷河形成と海岸線の移動予測を図３に示す2)。今後 10 万年までの

間に 3 度の主要な氷河形成があるとされている。また，地球規模の海水準の変動と氷河の重量に

よる地殻沈降とを勘案した，前氷河期（氷河の形成期）及び後氷河期（氷河の縮小期）における

相対的な海水準変動を図４及び図５に模式的に示す。 
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図３ 将来の氷河形成と海岸線の移動予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 前氷河期における海水準変動 

（中央）氷河の形成による地球規模での海水準の低下が生じ，海岸線が後退 （右）形成が進んだ氷河の重量に

より地殻が沈降し，海岸線が前進 
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図５ 後氷河期における海水準変動 

（中央）氷河の縮小により地球規模での海水準の上昇が生じるが，同時に氷河重量の減少により地殻の上昇も生

じるため，結果として相対的に海岸線は後退 （右）地球規模の海水準上昇は停止するが，地殻の上昇は継続す

るため，結果として相対的に海岸線は後退 

 

SR-97 では，Aberg, Beberg及びCebergの３つの候補サイトが想定されている。地球規模での気

候変動と，これら３サイトにおける地表環境（氷河／永久凍土の形成）の変遷を，図６のように

予測している2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 地球規模での気候変動と３サイトの気候変動及び地表環境変動予測 
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氷河形成時の地下水性状への影響についても，図７のように塩濃度の空間分布に関する評価が行

われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 処分場の上に氷河が形成された場合の塩濃度分布 

 

4.1.2 Nagra による気候変動の評価事例 

Project Opalinus Clay3)においては，将来的に寒冷化することを前提として，気候変動の状態

として，①間氷期気候，②周氷河気候（例：ツンドラ）及び③氷河気候（氷河による被覆）の３

つのパターンを想定している。 

気候変動による影響を考慮する上で，地表における水理環境と地形学的要因に注目しており，

図８に示すようにスイスに特徴的に観察される河川のパターンと，そこでの地形（谷）を類型化

している。 

これら気候変動のパターンと，河川－地形のパターンとの組合せによって，表１のように，気

候変動の場合の評価の前提となる，地表環境の変動モードを明らかにしている。 
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図８ スイス北部に見られる河川の類型的様態と地形の模式図 
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表１ 気候変動と地表環境における地形／水理学的状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 核燃料サイクル開発機構による気候・海水準変動の評価事例 

核燃料サイクル開発機構によるHLW地層処分の第 2次取りまとめでは，気候・海水準変動による

影響のうち，塩淡境界の移動に着目し，図９に概念的に示すように，塩淡境界が周期的に処分場

を横切るケースを評価している4)。 
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図９ 核燃料サイクル開発機構第 2次取りまとめにおける 

気候・海水準変動の評価の考え方 

 

4.1.4 BIOCLIM（気候変動による生物圏影響） 

European Commission の国際プロジェクトのひとつに，BIOCLIM (Modelling Sequential 

Biosphere Systems under Climate Change for Radioactive Waste Disposal) があり，地下研究

施設あるいは処分場候補サイト等，欧州各国のそれぞれの地域における将来的な気候変動とそれ

に伴う生物圏への影響を取りまとめている。主な参加機関は，仏 ANDRA（ホスト）及び CEA，独

GRS，英 Nirex，スペイン ENRESA 及び CIEMAT などである。活動は５つの work packages に分かれ

ており，活動期間は 2000 年 11 月から 2003 年 10 月までとなっている。プロジェクトの成果は公

開されることとなっている。 

活動の一環として，参加各国の古環境 (palaeo-environment) 予測に関する証拠が整理されて

いる。その中から，仏の地下研究施設サイト MEUSE/HAUTE-MARNE における古環境記録について表

２に示す。 
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表２ 仏 MEUSE/HAUTE-MARNE サイトにおける古環境(palaeoenvironment)に関する記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 経時変化予測 

Milankovitch サイクルによって周期的に気候変動が起きると推測されている。現在は間氷期に

あり，今後は短周期の昇降を繰り返しながらも，全体として寒冷化の傾向に向かうものと考えら

れ，約 10 万年後に次の氷河期の最盛期を迎えるものと考えられている。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

第四期更新世の終わり頃からの気候変動パターンによれば，約 3万年前に氷河サイクル最盛期

に達し，その後約２万年前から温暖化に転じ，現在は間氷期にあるとされている。人間活動を原

因とする温室効果等の影響を除けば，今後，世界の気候は，短周期の昇降を繰り返しながらも，

全体として寒冷化の傾向に向かうものと考えられ，約 10 万年後に次の氷河期の最盛期を迎えるも

のと推測されている。 

海水準の上下動は，新第三紀後期（約 250 万年前頃）以降繰り返されており，特に過去 70 万年

間程度については，約 10 万年の周期で海水準変動を繰り返していることが明らかとなっている。

過去 35 万年間の海水準の変動幅は，現在を基準とすると，＋数 m～－130m 程度の範囲内にある。 

現在と比較した日本列島周辺の気温は，氷期には 8－10℃程度低く，逆に間氷期の最温暖期で
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は 2－3℃高かったと推定されている。また，降水量は，氷期の日本列島では現在の 7－5 割近く

まで減少していた可能性が高いと推定されている。 

日本における氷河の痕跡は，日本アルプスや日高山脈の一部の高山地帯に限定されている。日

本において岩盤凍結が考えられるのは，大雪山系で 100m程度，木曽山脈・明石山脈で 60m程度で

あるとされている5)。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 

温室効果による地球温暖化という不確実な要因はあるものの，現在地球が間氷期にあり，今後

は基本的に Milankovitch サイクルから予測される地球規模での寒冷化傾向にあることについて

は，ほぼコンセンサスが得られている。しかしながら，個別の地域的要因を考慮した場合に，地

下水流動状況がどのように変化するか，地下水性状がどのように変化するか，地表環境及び生物

圏がどのように変化するかについては，なお多くの不確実性を含んでいる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

氷河期の到来時期とその継続期間，地球規模あるいは地域規模での海水準変動量等については

多くの不確実性を含んでいる。 
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ＮＰ－０５：隕石の落下 

 
１．名称 

隕石の落下 (NP-05) 

 

２．概要 

隕石の落下は，万一それが生じた場合には，地層処分システムに直接的あるいは間接的に大き

な被害をもたらす。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合い 

隕石の衝突は，太陽系内の惑星において普遍的なプロセスであり，地球史上，地球システム変

動の引き金となりうる。地球システムは，過去，数億年単位での隕石の衝突によって段階的進化

を経てきたのではないかと考えられている。 

隕石が，万一，処分場あるいはその周辺に落下した場合の直接的な影響としては，衝突による

影響によって，処分場が破壊されるとともに，放射性物質あるいは汚染土壌が生物圏に（場合に

よっては成層圏にまで）直接放出されること（接近シナリオ）が考えられる。一方，隕石の衝突

が処分場サイトから離れている場合でも，隕石の衝突によって引き起こされる地球システムレベ

ルでの様々な影響，隕石の規模にもよるが，例えば，海岸線の変化，オゾン層の破壊，成層圏に

巻き上げられた粉塵，硫酸性エアロゾルによる気候変動等による間接的な影響が考えられる1)。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル／試験研究 

処分場の深さにまで直接影響を及ぼすような隕石の衝突頻度は，1.5×10-13 [km-2 y-1]と評価し

た事例がある2)。同様に，地上で直径 20km以上のクレーターが形成される確率は，約 5.0±2.5×

10-15 [km-2 y-1]であり，100 万年間において，地層処分施設に影響を及ぼす可能性はほとんどない

と評価した事例もある3)。 

また，より一般的に惑星科学の分野では，小惑星母天体における衝突頻度を， 

・ 4.74×10-17 m-0.833 [cm-2 sec-1]（ｍ：衝突天体質量） (Housen et al., 1979)4) 

・ 3×10-18 [km-2 y-1]   (Nakamura, 1994)5) 

・ 5.4×10-18 [km-2 y-1]   (Namiki and Binze, 1991)6) 

と見積もった事例がある。 

 

4.2 経時変化予測 

経時変化予測は困難であると考えられる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

現在，地球上で 160 個以上の衝突クレーターが確認されており，そのほとんどが古い大陸地殻

中に存在している（高田，2002）7)。 
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しかしながら，これは安定大陸への衝突確率が高いことを意味するものではなく，安定大陸の

方が衝突クレーターの痕跡が残りやすいということであり，上記観察事実の解釈には注意が必要

である。その解釈にあたっては，造山帯などの地形変化が激しい場所では痕跡が残りにくいこと，

また，シベリアや南米，アフリカなど調査の進んでいない地域では発見されにくいこと等の事情

を斟酌する必要がある。 

また，地球史上，海洋が占める面積の割合は大陸より常に大きかったため，むしろ海洋衝突の

方が地球上での典型的な衝突現象と考えられること（高田，2002）7)にも注意が必要である。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
万一，隕石の衝突が生じた場合の影響は，全地球規模に及ぶ可能性もあるため，その影響によ

る放射線学的影響を定量化作業する上で必要となるイベントツリーの構築には，多くの不確実性

あるいは恣意性が不可避的に含まれる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

稀頻度の事象であることから，隕石の衝突が生じる確率の算定には多くの不確実性が含まれる。 

 
＜参考文献＞ 
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ＨＡ－０１：ボーリング（探査，探鉱，地下空間利用，土木工事）  

 
１．名称 

ボーリング（探査，探鉱，地下空間利用，土木工事） （HA-01） 

 

２．概要 

探査，探鉱，地下空間利用，土木工事などの目的により掘削されたボーリング孔が，偶発的に

処分場あるいはその周辺の汚染領域を貫通した場合，作業者及び一般公衆に対して，放射線学的

影響を及ぼす可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 意図的な人間侵入の除外 

人間侵入による接近シナリオは，①処分場の存在を認識した人間侵入と，②処分場の存在を認

識しない人間侵入に大別することができる。 

処分場の存在を認識した上での人間侵入としては，戦争，テロ行為，廃棄物や資材の回収，及

び処分場の改良を目的としたものが考えられる。地層処分の安全評価においては，このような意

図的な人間侵入は取り扱うべきべきではないというコンセンサスが得られつつある（例えば，

OECD/NEA1）, 原子力委員会 2)など）。なお今後の議論の余地はなお残されているとしても，同様の

コンセンサスは，TRU 地層処分及び余裕深度処分の安全評価についても認められるであろうと考

えられる。 

したがって，処分場の存在を認識した上でのボーリング行為は検討対象から除外することとし，

本 FEP では，地下処分場の存在を認識せずに偶発的に行われたボーリングを検討対象とする。 

 

3.2 影響機構 

米国科学アカデミーは，ボーリングにより廃棄物に接触することにともなう放射性物質に起因

する危険性について，以下の３つのメカニズムを指摘している3)。 

・ 侵入者自身に対する危険性 

ボーリングなどの掘削従事者や掘削物の取り扱い者（たとえばコア観察者）が受け

る被ばく 

・ 地表へ運ばれる物質によって公衆が受ける危険性 

侵入によって地表へ運ばれる物質は，生物圏での移動が比較的容易となるため，侵

入者に加え公衆が受けると考えられる被ばく 

・ 処分場システムの所期性能が損なわれることによる危険性 

人工バリアや天然バリアが有する所期の性能が侵入によって損なわれる可能性 

 

3.3 影響度合 

ボーリングによる人間侵入シナリオの影響の大きさを推し量る上では，次のような要因が重要

である。 

・ シナリオの発生時期 

 HA 人間活動-1 



 

崩壊連鎖における娘孫核種の蓄積が顕著でなければ，一般に，シナリオの発生時期

が遅くなるほど，放射性核種の減衰によってソースタームの減少が期待できる。 

・ ボーリングの仕様，貫通位置 

ボーリング径，ボーリング深さ，ボーリング手法（例，泥水による希釈等）や，ボ

ーリングが貫通するのが，処分場廃棄体定置領域なのか，近傍の汚染領域（処分場

の他の部位や周辺岩盤）なのかによって，影響度合いが大きく異なることが考えら

れる。 

・ シナリオの発生確率 

基本的には稀頻度の事象であり，特にリスク等の指標によって影響度合を評価する

場合には，シナリオの発生確率そのものが重要な影響要因となる。 

 ・ 想定するシナリオの範囲 

掘削土に含まれる放射性物質による直接的な放射線学的影響が生じるようなシナリ

オとしては，例えば，コア観察者シナリオ，ボーリング作業者シナリオ，居住シナ

リオなど，広範なシナリオが想定できる（接近シナリオ）。また，掘削されたボー

リング孔に対して適切な修復措置が図られなかった場合には，それが地下の水理環

境及び核種移行経路への擾乱となるようなシナリオも想定される（地下水シナリオ

の範疇）。ボーリング行為による地層処分への影響を評価する上でどこまでのシナ

リオを想定するかは，重要な影響要因となる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

核燃料サイクル開発機構 4)では，ボーリングによる偶発的な人間侵入が発生するまでのプロセ

スを細分化したイベントツリー（図 1 参照）を作成して，当該シナリオによって放射線学的影響

が発現する確率を階層的に評価するとともに，作業者による吸入被ばく経路及びコア観察者によ

る外部被ばく経路を想定して，その影響を被ばく線量及びリスクの２つの指標で評価している（図

２，３参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 偶発的な人間侵入のイベントツリー 
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図２ 偶発的な人間侵入が生じた場合の被ばく線量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 偶発的な人間侵入が生じた場合のリスク 
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4.2 経時変化予測 

ボーリング行為に関する動機付けは今後の社会様式の変容に伴って変わってゆくとともに，そ

の工学的技術も今後の技術革新によって進歩してゆくことが想定される。これらボーリング行為

に関する将来変化は，同行為に起因する放射線学的影響を評価する際の設定（シナリオの発生確

率，ボーリング作業時の諸条件等）と関連する。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当しない。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
稀頻度の事象であり，シナリオに係るイベントツリー作成には，不確実性あるいは恣意性を内

在している。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

稀頻度の事象であり，シナリオの影響機構，影響度合（発生確率を含む）には多くの不確実性

を内在している。 

 
＜参考文献＞ 

[1] OECD/NEA(1995).: Future Human Actions at Disposal Sites, Safety Assessment of 

Radioactive Waste Repositories, A Report of the NEA Working Group on Future Human 

Actions at Radioactive Waste Disposal Sites, Paris, France. 

[2] 原子力委員会(1997)：高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方につい

て，原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会． 

[3] NAS(1995): Technical Bases for Yucca Mountain Standards National Research Council, 

National Academy Press, Washington D.C.. 

[4] 核燃料サイクル開発機構(1999): わ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－，分冊３，JNC TN1400 99-023，pp.A-7-13． 
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ＨＡ－０２：地表環境（人間活動）  

 
１．名称 

地表環境（人間活動） (HA-02) 

 

２．概要 

採石，トレンチ掘削などの地表での人間活動は，地表近傍での水理環境や生物圏モデルに影響

を及ぼす可能性があるとともに，これら地表活動による掘削が偶発的に処分場あるいはその周辺

の汚染領域に及んだ場合，作業者及び一般公衆に対して，放射線学的影響を及ぼす可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

採石，トレンチ掘削などの地表での人間活動による影響は，①あくまでも地表近傍での影響に

とどまり，地下水移行シナリオと取り扱うことが出来る場合と，②処分深度が比較的浅いために，

偶発的に処分場あるいはその周辺の汚染領域にまで掘削が及んだ，接近シナリオとして取り扱う

べき場合とがありうる。 

処分深度として 500m 程度が想定されている TRU 地層処分 1)では，②のような接近シナリオが発

生する可能性は小さいと考えられる。一方，処分深度として「一般的であると考えられる地下利

用に対して十分余裕を持った深度（例えば 50-100m）」2)とされている余裕深度処分においても，

基本的には②のような接近シナリオが発生することは考えにくいが，TRU 地層処分に比較すれば

処分深度が浅いことから，シナリオとして排除できるかどうかは，このような地表環境での人間

活動の形態と発生頻度等を考慮しつつ，今後判断されねばならない。 

 

3.1 地下水シナリオの範疇にある場合の影響機構と影響度合 

採石，トレンチ掘削などの人間活動が行われた場合，まず，地表近傍での水理環境（地表水の

流向，動水勾配等）が変化する可能性がある。これに伴って，核種移行経路や核種の流出先が変

化する可能性があるとともに，地圏／生物圏境界(GBI : Geosphere - Biosphere interface) の

変化，生物圏モデルの変化をもたらす可能性もある。 

その影響度合いは，地表掘削の規模と位置，そこでの地表水の利用状況などによって異なるこ

とが予想される。 

 

3.2 接近シナリオの範疇にある場合の影響機構と影響度合 

採石，トレンチ掘削などの人間活動による掘削が，処分場あるいはその近傍にまで及ぶ場合，

人間侵入による接近シナリオとして取り扱う必要が生じる可能性がある。このときの影響メカニ

ズムとしては，以下が考えられる 3)。 

・ 侵入者自身に対する危険性 

掘削従事者や掘削物の取り扱い者が受ける被ばく 

・ 地表へ運ばれる物質によって公衆が受ける危険性 

侵入によって地表へ運ばれる物質は，生物圏での移動が比較的容易となるため，侵

入者に加え公衆が受けると考えられる被ばく 
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・ 処分場システムの所期性能が損なわれることによる危険性 

人工バリアや天然バリアが有する所期の性能が地下空間掘削によって損なわれる可

能性 

 

また，このときの影響の大きさを推し量る上では，次のような要因が重要である。 

・ シナリオの発生時期 

特に余裕深度処分では，比較的半減期の短い核種が多いため，シナリオ発生時期が

遅い場合には，シナリオの影響はかなり緩和されることが予想される。 

・ 地表での人間活動に伴う掘削領域 

地表での人間活動に伴う掘削領域が，処分場廃棄体定置領域まで及ぶのか，近傍の

汚染領域（処分場の他の部位や周辺岩盤）にとどまるのかによって，影響度合いが

大きく異なることが考えられる。 

・ シナリオの発生確率 

基本的には稀頻度の事象であり，特にリスク等の指標によって影響度合を評価する

場合には，人間侵入シナリオの発生確率そのものが重要な影響要因となる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

当該 FEP は，OECD/NEA による International FEP Database4)における，”1.4.06 : Surface 

environment, human activities ”に対応している。そこでは，以下のように記述されている。 

 
当該 FEPｓは，地表環境で行われる可能性のある人間活動のうち，工学バリア／天然バ
リアの性能や，被ばく経路に対して潜在的な影響を及ぼし得る行為に関係している。た
だし，水管理に関係する行為は除く。 
例えば，以下の行為が含まれる。 

・ 採石，トレンチ 
・ 建設のための掘削 
・ 住居，工業，輸送，鉄道建設 
・ 地表環境及び地表水の汚染 

浅地層処分 (near surface repository )の場合には，採石，トレンチ及び浅地層調査が，
直接の人間侵入をもたらす可能性がある。 

 

4.2 経時変化予測 

地表の水理環境，核種移行経路及び生物圏に過渡的な影響を及ぼす可能性があるとともに，適

切な修復措置が図られなかった場合には，より長期にわたってそれらの影響が継続する可能性が

ある。この場合，人間侵入シナリオ自身の影響と，その後の長期にわたる影響を総合的に評価す

る必要が生じることも考えられる。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当しない。 

 

4.4 不確実性 
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4.4.1 現象に関する不確実性 
稀頻度の事象であり，シナリオに係るイベントツリー作成には，不確実性あるいは恣意性を内

在している。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

稀頻度の事象であり，影響機構，影響度合（発生確率を含む）には多くの不確実性を内在して

いる。 

 

＜参考文献＞ 

[1] 共同作業チーム 核燃料サイクル開発機構・電気事業連合会(2000)：TRU廃棄物処分概念検

討書，JNC TY1400 2000-001，TRU TR-2000-01，pp.1-10． 

[2] 原子力委員会（1998）：現行の政令濃度上限値を越える低レベル放射性廃棄物処分の基本

的考え方について，原子力バックエンド対策専門部会． 

[3] NAS(1995): Technical Bases for Yucca Mountain Standards National Research Council, 

National Academy Press, Washington D.C.. 

[4] OECD/NEA(2000): Features, Events and Processes (FEPs) for Geological Disposal of 

Radioactive Waste – An International Database –, pp.68. 
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ＨＡ－０３：掘削・採鉱・その他地下行為（人間侵入） 

 
１．名称 

掘削・採鉱・その他地下行為（人間侵入） (HA-03) 

 

２．概要 

採鉱，地下貯蔵，地熱利用，考古学的調査などの目的により掘削された地下空間が，偶発的に

処分場あるいはその周辺の汚染領域に及んだ場合，作業者及び一般公衆に対して，放射線学的影

響を及ぼす可能性がある。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 意図的な人間侵入の除外 

人間侵入による接近シナリオは，①処分場の存在を認識した人間侵入と，②処分場の存在を認

識しない人間侵入に大別することができる。 

処分場の存在を認識した上での人間侵入としては，戦争，テロ行為，廃棄物や資材の回収，及

び処分場の改良を目的としたものが考えられる。地層処分の安全評価においては，このような意

図的な人間侵入は取り扱うべきべきではないというコンセンサスが得られつつある（例えば，

OECD/NEA (1995)1）, 専門部会報告書 (1997)2)）。なお今後の議論の余地は残されているとしても，

同様のコンセンサスは，TRU 地層処分及び余裕深度処分の安全評価についても認められるであろ

うと考えられる。 

したがって，処分場の存在を認識した上での地下空間掘削行為は検討対象から除外することと

し，本 FEP では，地下処分場の存在を認識せずに偶発的に行われた地下空間掘削を検討対象とす

る。 

 

3.2 影響機構 

米国科学アカデミーは，ボーリングにより廃棄物に接触することにともなう放射性物質に起因

する危険性について，以下の３つのメカニズムを指摘している（NAS，1995）3)。地下空間掘削の

場合も，汚染源の大きさが，ボーリングコアから掘削ズリ全体に拡大されるだけで，被ばくのメ

カニズムそのものには大きな相違はないため，ボーリングに関するメカニズムの指摘が，そのま

ま地下空間掘削の場合にも適用できる。 

・ 侵入者自身に対する危険性 

掘削従事者や掘削物の取り扱い者が受ける被ばく 

・ 地表へ運ばれる物質によって公衆が受ける危険性 

侵入によって地表へ運ばれる物質は，生物圏での移動が比較的容易となるため，侵

入者に加え公衆が受けると考えられる被ばく 

・ 処分場システムの所期性能が損なわれることによる危険性 

人工バリアや天然バリアが有する所期の性能が地下空間掘削によって損なわれる可

能性 
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3.3 影響度合 

地下空間掘削による人間侵入シナリオの影響の大きさを推し量る上では，次のような要因が重

要である。 

・ シナリオの発生時期 

崩壊連鎖における娘孫核種の蓄積が顕著でなければ，一般に，シナリオの発生時期

が遅くなるほど，放射性核種の減衰によってソースタームの減少が期待できる。 

・ 地下空間掘削領域 

地下空間の掘削領域が，処分場廃棄体定置領域まで及ぶのか，近傍の汚染領域（処

分場の他の部位や周辺岩盤）にとどまるのかによって，影響度合いが大きく異なる

ことが考えられる。 

・ シナリオの発生確率 

基本的には稀頻度の事象であり，特にリスク等の指標によって影響度合を評価する

場合には，シナリオの発生確率そのものが重要な影響要因となる。 

・ 想定するシナリオの範囲 

掘削土に含まれる放射性物質による直接的な放射線学的影響が生じるようなシナリ

オとしては，例えば，コア観察者シナリオ，ボーリング作業者シナリオ，居住シナ

リオなど，広範なシナリオが想定できる（接近シナリオ）。また，掘削されたボー

リング孔に対して適切な修復措置が図られなかった場合には，それが地下の水理環

境及び核種移行経路への擾乱となるようなシナリオも想定される（地下水シナリオ

の範疇）。ボーリング行為による地層処分への影響を評価する上でどこまでのシナ

リオを想定するかは，重要な影響要因となる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

当該 FEP は，OECD/NEA による International FEP Database 4)における，”1.4.05 : Mining and 

other underground activities (human intrusion)”に対応している。そこでは，以下のように

記述されている。 

 

当該 FEPｓは，処分場近傍で行われる採鉱あるいは掘削行為に関係している。これらの
行為は，処分場の知識がない場合そしてある場合にも，行われる可能性がある。 
採鉱あるいは掘削行為としては，以下の行為が含まれる。 

・ 地下資源の採掘 
・ 工業用掘削 
・ 地下貯蔵あるいは地下処分のための掘削 
・ 軍用目的による掘削 
・ 地熱利用 
・ 液体廃棄物あるいは他の液体の注入 
・ 科学的あるいは考古学的調査 
・ 立坑，地下建設，トンネル 
・ 地下核実験 
・ 悪意による侵入，サボタージュ，戦争 
・ 処分場の資材の回収 
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4.2 経時変化予測 

深部地下空間利用に関する動機付けは今後の社会様式の変容に伴って変わってゆくとともに，

その工学的技術も今後の技術革新によって進歩してゆくことが想定される。これら深部地下空間

利用行為に関する将来変化は，同行為に起因する放射線学的影響を評価する際の設定（シナリオ

の発生確率，掘削・建設作業時あるいは地下空間利用時の諸条件等）と関連する。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当しない。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
稀頻度の事象であり，シナリオに係るイベントツリー作成には，不確実性あるいは恣意性を内

在している。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

稀頻度の事象であり，シナリオの発生確率には多くの不確実性を内在している。 
 

＜参考文献＞ 

[1] OECD/NEA(1995): Future Human Actions at Disposal Sites, Safety Assessment of 

Radioactive Waste Repositories, A Report of the NEA Working Group on Future Human 

Actions at Radioactive Waste Disposal Sites. Paris, France. 

[2] 原子力委員会(1997)：高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について

原子力バックエンド対策専門部会． 

[3] NAS(1995).: Technical Bases for Yucca Mountain Standards National Research Council, 

National Academy Press, Washington D.C.. 

[4] OECD/NEA(2000).: Features, Events and Processes (FEPs) for Geological Disposal of 

Radioactive Waste – An International Database –, pp.68. 
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ＨＡ－０４：井戸の掘削・採水 

 
１．名称 

井戸の掘削・採水 (HA-04) 

 

２．概要 

井戸の掘削・採水行為は，生物圏での水利用形態に直接関係する。特に，汚染した被圧帯水層

を GBI とするような，深井戸による水利用時の生物圏モデルは，一般に，河川水あるいは河川堆

積層を GBI とする表層水系の生物圏モデルとは，異なるものとなる。 

 

３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 井戸水の利用形態と核種移行 

井戸は，深井戸と浅井戸とに分けられる。深井戸は，一般に30 m 以上の深さ（100～200 m に

達するものもある）の被圧地下水を揚水するもので，被圧地下水は水理学上，堆積層にある不透

水層の下に位置する。一方，浅井戸は，8～10 m 程度の自由水面を有する地下水（不圧地下水）

を取水するものである（木村1）；日本水道協会2)）。深井戸からの取水量が占める割合は，取水源

全体の約14%で，井戸水全体からは約65%である（日本水道協会2）；MHW3)）。 

地下深部から移行する核種は，最初に母岩上に位置する被圧帯水層に流入することが想定され

る。被圧地下水と不圧地下水とは不透水層によって物理的に隔てられているため，被圧地下水に

流入した核種は不圧帯水層への移行が制限され，主に被圧帯水層に沿って分散・希釈されやすい

ことが想定される。また，核種が不透水層を通過し不圧帯水層に流入したとしても，不圧帯水層

は地表の大気と自由に連絡しているため，降水などによる涵養によりさらに希釈されることが想

定される（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ GBIとなる深井戸の概念4) 
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3.2 影響機構と影響度合 

不圧地下水を取水する浅井戸の掘削・採水は，地層処分システムに影響を及ぼすことは考えに

くい。 

一方，被圧帯水層から取水する深井戸の掘削・採水の場合，まず，被圧帯水層からの揚水量が

大きい場合には，処分場周辺を含む広域の地下水流動状況が変化する可能性がある。また，被圧

帯水層が処分場から漏洩した核種によって汚染している場合，通常の生物圏評価では，被圧帯水

層から河川や湖沼などの表層水系に核種が流入し，そこでの水利用を想定する（河川水モデル，

河川堆積層モデル等）ことから，これに対して，被圧帯水層を起点とした水利用を想定した場合，

核種移行経路の変更，あるいは生物圏モデルの変更をもたらしうる。生物圏モデルの変更による

影響度合は希釈に寄与する水量の違いに大きく依存し，線量への換算係数の変化として，定量的

に見積もることができる。 

 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 

核燃料サイクル開発機構では，汚染した被圧帯水層を起点とした生物圏モデル（深井戸モデル）

を構築し，その場合の線量への換算係数を算出して，レファレンスケース（河川水／平野モデル）

と比較している（図２，３参照）4)。核種による相違はあるものの，総じて線量換算係数が１～

２オーダー程度上昇していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 深井戸モデルの概念図 4) 
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図３ 深井戸モデルを用いて算出された線量への換算係数 4) 

 

4.2 経時変化予測 

被圧帯水層に掘削された深井戸から，長期にわたって大きな揚水量で取水する場合，広域の地

下水流動変化が，より長期にわたって継続する可能性がある。 

 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当しない。 

 

4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
被圧帯水層に掘削された深井戸からの揚水を起点とする生物圏モデルの構築には，なお多くの

不確実性を含んでいる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

シナリオの影響機構，影響度合（発生確率を含む）には多くの不確実性を内在している。 

 

＜参考文献＞ 

[1] 木村重彦(1979)：地下水ハンドブック，地下水ハンドブック編集委員会，建設産業調査会． 

[2] 日本水道協会(1993)：水道のあらまし． 

[3] MHW(1998).: Water Supply and Environmental Sanitation Department: Water Japan 

1997/98, Japan's Water Works Yearbook, Suido Sangyo Shimbun., MHW (Ministry of Health 

and Welfare)  

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

HA 人間活動-13 



 

的信頼性－地層処分研究開発第2次とりまとめ－，分冊３，JNC TN1400 99-023，pp.IV-11-13． 
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ＨＡ－０５：水の管理（貯水，ダム） 

 
１．名称 
水の管理（貯水，ダム） (HA-05) 

 

２．概要 
OECD/NEA1) では，1.4.07 項 “water management (wells, reservoirs, dams)において，将来

の人間活動 (能動的) のひとつとして水の管理（井戸，貯水，ダム）を挙げており，次のように

定義している。 

水は貴重な資源であり，採水や管理計画は，ダム，灌漑ダム，運河，取水施設およびパ

イプラインの建設を通して，配水や利便性に関する管理を増加させている。地下水や地表

水は飲料水や洗濯水などの家庭用水，灌漑や飼育水などの農業用水及び工業用水として取

水されるかもしれない。取水や水の管理は地表環境への，またはその中での放射性核種の

移動に影響するかもしれない。 

本包括的 FEP リストでは，水管理に関する行為を分類して，井戸による水管理（掘削と採水）

に関する FEP として「HA-04：井戸の掘削，採水」を，貯水・ダム等による水管理に関する FEP

として本 FEP「HA-05：水の管理（貯水，ダム）」を，それぞれ設けている。したがって，本 FEP

は，OECD/NEA(2000)1) の 1.4.07 項 “water management (wells, reservoirs, dams)から「HA-04：

井戸の掘削，採水」の内容を除外したものとみなすことができる。 

 
３．安全性への影響機構と影響度合 

3.1 安全性への影響機構 
処分サイト近傍でのダムの建設や貯水，河川の変更などの水の管理は，地下水流動に関する水

頭値や流出点などの境界条件を変化させる可能性があり，直接的には以下のような影響が生じる

可能性がある。 

・ 地下水流速の変化 

・ 流動方向の変化 

・ 流出先の変化 

これらの水理学的な影響を介して，地表への移行時間の変化や放射性核種の流出域の位置及び

規模の変化を生じる可能性がある。 

また，OECD/NEA2) では，地表水の管理と公衆の被ばくとの関係について，「たとえ地表活動が

物理的に処分場を貫通しない場合であっても，過去の処分場への侵入や通常の地下水移行経路に

よって地表が汚染している場合には，ダムの建設や貯留水の放水河川経路の変更のような人間活

動は，人の被ばくにつながる可能性があること」を指摘している。 
 

3.2 影響度合 

水の管理による影響度合は，地表水環境の変化の規模に依存し，たとえば，大規模なダムを処

分場近傍に建設した場合などには境界条件が大きく変わる可能性がある。ただし，事象が発生し

た後の影響よりも，このような事象が発生する可能性が高い場所であるかどうかをまず十分に検
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討すべきである。 
 

４．理解の現状 

4.1 モデル・試験研究 
文献 2)では，人間活動を評価した諸外国の例が示されているが，ダムや河川経路の変更などの

評価例は示されていない。 

 

4.2 経時変化予測 

貯水やダムのような地表水の管理に係る人間活動が生じた場合には，地下水流動に関する境界

条件などが速やかに変化し，以降その状態が継続する。 
 

4.3 ナチュラルアナログ 

該当しない。 
 
4.4 不確実性 

4.4.1 現象に関する不確実性 
将来の人間活動として貯水，ダム等の地表水の管理を含んだ生物圏モデルの構築には，なお多

くの不確実性を含んでいる。 

 

4.4.2 データに関する不確実性 

山間部や水害の頻発地域でなければ，このような地表水の管理を行う可能性は小さいと考えら

れ，人間侵入シナリオの発生確率には多くの不確実性を含んでいる。 
 
 

＜参考文献＞ 
[1] OECD/NEA(2000): Features Events and Processes (FEPs) for Geologic Disposal of 

Radioactive Waste, An International Database. 

[2] OECD/NEA(1995): Future Human Actions at Disposal Site. 
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