
 1 

4444----3333    セメントセメントセメントセメント系材料系材料系材料系材料のののの変質変質変質変質のののの現象理解現象理解現象理解現象理解(4.4.2(4.4.2(4.4.2(4.4.2.2(1.2(1.2(1.2(1))))))))    

    

1111    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 セメント系材料は，処分坑道の支保工，構造躯体，充填材等に，また，廃棄体容器内の充填材

としても使用される可能性がある。さらに，その用途及び必要とされる特性によって，種々のセ

メント系材料が選択される。セメント系材料は地下水及び廃棄体から浸出する各成分との反応に

より変質し，化学的及び機械的特性が変化することが知られている。これら変質は，各部材のバ

リア性能の変化の原因となる。そのため，セメント系材料の変質を理解し，性能評価における取

り扱いを検討しておくことが肝要である。 

第 2次 TRU レポートでは 4.4.2.2(1)において，セメント系材料の変質及びその影響について評

価した。ここでは，評価において使用したパラメータの設定等の根拠となる，セメント系材料の

変質に関するこれまでの研究成果等について，土木建築の分野で広く用いられている普通ポルト

ランドセメント（以下，「OPC」という）を中心にとりまとめる。 

 

2222    概要概要概要概要    

 本検討におけるセメント系材料は，モルタル，コンクリート，セメントペースト等のセメント

を硬化材料とした硬化体の総称である。 

 セメント系材料の変質は，空隙率や鉱物相の変化に伴う透水性，拡散係数及び分配係数などの

核種の移行遅延機能の変化に加え，骨材として使用される砂利，砕石，砂などとのアルカリ骨材

反応や，補強材として用いられる鉄筋の腐食などに起因するひび割れの発生による核種の閉じ込

め性及び力学特性の変化の原因となるため，その評価が必要である。これらのうち，アルカリ骨

材反応に関しては，短期的には反応性骨材の使用を避けることで影響を抑制できるものの，長期

間にわたる骨材の変質については知見が少ない。 

 上述のように，セメント系材料は，地下水成分や廃棄体成分，緩衝材として用いられるベント

ナイト及び大気との相互作用，熱による変成など様々な要因で変質すると考えられている。TRU

廃棄物の処分環境条件を考慮すれば，地層処分条件であるため，上記の要因のうち，空気との接

触は検討する必要性は低いと考えられる。したがってここでは，処分環境においてセメント系材

料の変質の原因となると考えられる，地下水との反応，廃棄体成分との反応並びにセメント水和

物の結晶化とその影響について述べる。 

 また，セメント系材料から溶脱するアルカリ成分の影響により，処分場近傍の間隙水の組成が

変化し，これが他のバリア材の変質の原因ともなるため，セメント系材料の変質については，そ

の影響を評価しておくことも必要である。 

 既往の研究では，セメント系材料の変質は，広く土木建築材料として用いられている OPC を主

な対象として検討されている。本検討においても OPC を中心に評価することとするが，処分場の

設計，施工，発熱，及び変質とその影響等への対策として使用が検討されている，混合セメント

（フライアッシュセメント，スラグセメント）や低アルカリ性セメント等についても現状の知見

をまとめる。 
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3333    セメントセメントセメントセメント系材料系材料系材料系材料のののの変質変質変質変質    

3.13.13.13.1    セメントセメントセメントセメント系材料系材料系材料系材料とととと地下水地下水地下水地下水とのとのとのとの反応反応反応反応    

3.1.13.1.13.1.13.1.1    セメントセメントセメントセメント系材料系材料系材料系材料のののの水和水和水和水和    

処分場閉鎖から以降，安全評価を実施する評価期間はセメント系材料の水和に対して十分長い

ことから，セメント系材料の長期的な変質に関わる解析的評価は水和が十分に進んだ状態を想定

した条件で実施されている。セメントクリンカー鉱物の水和の進行に関しては多くの知見があり，

評価対象となる長期間ではその全てが水和すると考えられる。 

混合セメントの場合は，混和材の水和反応を考慮する必要がある。混合材としては，高炉スラ

グ，フライアッシュ，シリカ粉末等が用いられる。 

混和材として用いられる高炉スラグは，溶鉱炉で銑鉄を作るさいに生成する副産物であり，JIS

では急冷砕したスラグを使用するよう規定されている。急冷砕したスラグは水と反応させても水

硬性を示さないが，アルカリ刺激剤として少量の消石灰や硫酸塩等が存在すると顕著な水硬性（潜

在水硬性）を示し，ポルトランドセメントと同じような水和物（ケイ酸カルシウム）を生成する。 

フライアッシュは，微粉炭燃焼による火力発電に伴い副産される石炭灰で，燃焼ガスに伴って

ボイラー外に排気され集塵機によって回収された微粉分である。フライアッシュはそれ自体に水

硬性はないが，これに含まれる可溶性のケイ酸等がセメントの水和のさいに生成される水酸化カ

ルシウムと常温で反応し，ケイ酸カルシウム等を生成する。 

フライアッシュのポゾラン反応（アルカリ，カルシウム等の作用により水和する反応）につい

ては未解明な点も残されているが，この反応と密接な関係を有しているのはフライアッシュのガ

ラス相であり，その表面積が大きいほど，また，歪が大きいほどポゾラン反応性は高くなること

が明らかになっている。また，ガラス相に含まれる Ca量が増すと反応性が高くなる。フライアッ

シュの常温における水和反応の進行は遅く，現在確認されているフライアッシュセメントを使用

したコンクリートの分析事例においては，フライアッシュが全て反応した例は確認されていない。  

長期材令のフライアッシュセメントの分析例としては，打設後 34 年経過したコンクリートのフ

ライアッシュの分析結果の報告があり（佐藤ほか，1999；小早川ほか，2004），フライアッシュの

反応率は 50～65%以上と報告されている。コンクリートに含まれる Ca(OH)2 量は 0.8%以下と少な

く， C-S-H ゲルの Ca/Si 比は 1.2 から 1.6 と OPC のそれと比較して低いことが確認されており，

フライアッシュの水和により Ca を消費し C-S-H ゲルも低 Ca/Si 比になったと考えられている。 

フライアッシュセメント硬化体は，ポゾラン反応の結果組織が緻密になるため，反応成分の拡

散速度が非常に遅くなるので，水和反応も非常に遅くなると考えられている。人工バリア長期性

能確証試験（原子力環境整備促進・資金管理センター,2005）等で実施したフライアッシュセメン

ト硬化体の溶解変質試験では，セメント硬化体を粉末試料としたことにより溶脱試験中も水和反

応が進行し，ガラス相のほとんどが水和していることが確認された。このことからフライアッシ

ュのガラス相は長期的には全て水和すると考えられる。上記変質試験においては，フライアッシ

ュが副産物であるために品質変動の大きいことを考慮して，セメントの水和反応に影響の大きい

ガラス相の特性の異なる 2 種類を選定し，セメントの水和鉱物組成に影響を与えるフライアッシ

ュの混合率は，JIS で規定されるフライアッシュセメントの上限である 30%とその半量の 15%とし

て生成する水和鉱物の評価を実施している。フライアッシュセメントの出発試料は，人工バリア

の評価期間が非常に長期にわたることを考慮してセメント系材料の水和反応を可能な範囲で促進
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し，十分水和反応が進んだ状態の試料を作製し，養生後のセメント硬化体を分析した結果，未反

応のセメント鉱物としてフェライト相がわずかに確認され，水和物として Ettringite（エトリン

ガイト：AFt），Monosulfate（モノサルフェート：AFm），Katoite，Portlandite（ポルトランダイ

ト），C-S-H ゲルが確認されている。Portlandite の生成量は，フライアッシュの混合率が高くな

るにしたがって少なくなることが確認されており，フライアッシュセメントの主要な初期水和鉱

物として従来 OPC の変質解析で考慮されていない特殊な鉱物は確認されていない。 

シリカフュームは，アーク式電気炉によって金属シリコンやフェロシリコン合金等を精錬する

さいの排ガス中に含まれる副産物で，大部分が非晶質の SiO2である。シリカフュームは，比表面

積が非常に大きく活性な SiO2からなり，高いポゾラン反応性（水酸化カルシウムと常温で徐々に

反応しケイ酸カルシウム等を生成する）を示す。ポゾラン反応の結果 C-S-H ゲルの Ca/SiO2 比は

低くなりセメント水和組織は緻密になる。 

尚，高炉セメントやフライアッシュセメントにおいても，その水和生成物はこれまで主に研究

が進められてきた OPC と同等の鉱物で構成されており，そのモデルを適用可能と考えることがで

きる。これらセメント系材料の変質に関しては次項にて述べる。 

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2    セメントセメントセメントセメント系材料系材料系材料系材料のののの溶脱溶脱溶脱溶脱    

一般的な土木・建築構造物において，セメント系材料の溶脱現象が変質現象として認識される

ことは稀であるが，処分環境を想定した長期にわたる変質を考慮した場合には溶脱反応は重要な

変質要因の一つと考えられる。セメント水和物の溶脱現象に関しては比較的多くの研究が実施さ

れており，ポルトランドセメントの場合には，主要な構成鉱物である C-S-H（Ca(OH)2と C-S-H ゲ

ルの総称）の溶解反応が変質現象を支配する。 

セメント系材料の溶解変質を促進する手法として溶解試験方法は種々あるが，浸漬法（Zamorani 

et al.， 1986；杉山ほか，1997） 通水法（芳賀ほか，2002）及び電気的手法（斉藤ほか，1993）

の 3 種類に分類することができる。各試験方法の特徴を以下に示す。 

①①①①    浸漬法浸漬法浸漬法浸漬法    

浸漬法は，ブロック状の固体試料または粉体状の固体試料をイオン交換水や模擬地下水等

に浸漬し，セメント水和物の溶解による変質過程を評価する。粉体状試料の浸漬法には，液

固比を変えてセメント成分の溶出状態を変化させる方法（以下，「浸漬法」という）と比較的

小さな液固比の浸漬液を交換することにより溶出状態を変化させる方法（以下「液交換法」

という）がある。 

ブロック状試料の変質試験においては，試料表面からセメント成分が溶出し変質範囲が内

部に進展する経過を確認することができる。実現象に近い変質現象を確認することが可能で

あるが，変質の進行は非常に遅く，セメント硬化体中のセメント成分が主に濃度勾配を駆動

力として変質が進行するため，変質現象の加速が困難である。 

粉体状試料の浸漬法のうち液固比をパラメータとする方法は，浸漬する溶液とセメント硬

化体の重量比（以下，「液固比」という）を大きくすることにより，溶解変質現象を加速する

ことができる。液固比をパラメータとして試験を実施することにより，セメント系材料の溶

解変質にともなう水和物の変遷過程を確認することが可能である。また，長期間にわたり浸

漬試験を実施することによってセメント固相と平衡となった液相のセメント成分濃度を評価
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することができる。大きな液固比の試験においては，液相中のセメント成分濃度は溶解変質

が進行した状態での平衡状態であるため，Ca 等の溶出は小さな液固比の液交換試験を実施し

た場合とは異なる可能性があることに注意が必要となる。 

粉体状試料浸漬法のうち液交換を実施する方法は，粉体試料の浸漬法試験を大きな液固比

で実施し，平衡状態となった液相を新たな液相と交換することでセメント系材料の溶解変質

過程を模擬することができる。 

ポルトランドセメントの溶解変質過程においては，ポルトランドセメントの Ca/SiO2モル

比（以下 C/S 比）が比較的大きいため，セメントの水和初期鉱物は水酸化カルシウムと C/S

比の大きな C-S-H ゲルが存在しており，溶出初期には水酸化カルシウムが液相カルシウムの

制限固相となっている。したがって，ポルトランドセメントの溶解変質においては，初期に

おいては水酸化カルシウムと平衡の高い Ca 濃度から始まり，水酸化カルシウムの溶出後は

C-S-H ゲルが制限固相となり徐々に Ca濃度が低下する過程をとる。 

液交換法では，比較的小さな液固比で平衡状態となった液相を交換することでポルトラン

ドセメントの溶解変質過程をトレースすることができる。しかしながら，C-S-H ゲルの溶解

過程においては，溶解の進行にともなって C-S-H ゲルの C/S 比が変化することから平衡に到

達するまでに時間を要し，かつ平衡到達の判断が困難であることから，特に溶解変質が進行

した状況において溶解平衡到達前に液交換を実施するために溶解変質過程を再現できない可

能性がある。また，大きな液固比の評価には長い試験期間が必要となる。 

②②②②    通水法通水法通水法通水法    

通水法は，ブロック状の固体試料または粉体状の固体試料をカラムに充填し，イオン交換

水や模擬地下水等を通水することでセメント水和物の溶解による変質過程を評価する。 

通水法では，固相試験体の通水面に常にフレッシュな液相が作用するため，接液面近傍の

セメント固相の溶解変質が進行する。セメント系材料の溶解変質現象が移流による物質移動

が主な変質要因となる変質過程を再現することができる。通水法による溶解変質試験におい

ては，固相試験体内部の透水経路を選択的に透水するため，透水経路近傍の溶解変質が選択

的に進行し，固相内部の溶解変質は不均質に進展する場合がある。また，拡散によるセメン

ト成分の溶出が支配的な変質過程では，未変質の固相内部からセメント成分が拡散すること

により液相近傍での固相の溶解を抑える方向に作用することから，評価対象となるセメント

系材料において支配的な物質移動現象を考慮して試験方法を選定することが重要である。ま

た，緻密なブロック状試料（水セメント比の小さい）では，透水係数が非常に小さく，変質

試料の作製に時間を必要とする（実用的な時間で変質試料を作製できない）場合がある。 

③③③③    電気的手法電気的手法電気的手法電気的手法    

電気的手法では，ブロック状の固体試料を拡散セル等に設置し，試験体の両端から通電す

ることによって電気的にセメント固化体中の溶存イオンを移動させることで変質現象を促進

する。 

電気的にセメント固化体中の溶存イオンを移動させることから，浸漬法及び通水法に比べ

短い期間で緻密な硬化体の溶解変質試料を作製することができる。 

しかしながら，処分環境下で想定される溶解現象及び物質移動現象とも異なる現象による

変質を促進しており，セメント成分の溶出による比較的大きなブロック状試料を作製するこ
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とが可能であるが，セメント成分の溶解変質過程を詳細に検討することは困難であり，変質

促進の程度を評価する指標が無い。 

 

(1)(1)(1)(1)    ポルトランドセメントポルトランドセメントポルトランドセメントポルトランドセメント水和物水和物水和物水和物のののの溶脱溶脱溶脱溶脱    

ポルトランドセメントには，OPC のほか，中庸熱ポルトランドセメント（以下「MPC」という），

低熱ポルトランドセメント（以下「LPC」という）などがあり，用途ごとの要求特性に応じて選択

される。しかし，その水和物は互いに共通であり，その組成もほぼ同等であることから，ポルト

ランドセメントの変質については，MPC 及び LPC の変質についても OPC と同等として扱うことが

できる。 

ポルトランドセメントの変質過程を明らかにし，モデル化することを目的として，各研究者に

よって種々の手法で溶解試験が実施されている。ポルトランドセメント水和物を用いた研究に関

して，液固比(試料の酸化物重量に対する接触水量の比)と液相の Ca 濃度の関係を整理した結果，

各研究者の結果は比較的良く一致しており，試験手法が異なっても液固比で評価できることが分

かった。一致していた結果は固相と接触している液相が平衡状態にある条件で実施された研究で

あり，ブロック状試料の浸漬試験のように固相全体と液相が平衡状態とならない条件では液固比

で整理することはできない。 

固相のC/S比と液相Ca濃度の関係を整理したところ，C-S-Hが主要成分であるOPCの場合には，

液相の pH や Ca，Si の濃度は，固相の C/S 比に依存しており，既往研究における C-S-H の溶解度

データと一致した。ポルトランドセメント水和物の溶解反応は 3 つのフェーズに分けて考えるこ

とができると報告されている。 

 

Region I Na，K 成分が溶解し，平衡となる液相の pHが 12.5（Ca(OH)2の平衡 pH）より高くな

る領域 

Region II Ca(OH)2が溶解し，平衡となる液相の pH が 12.5 程度となる領域 

Region III Ca(OH)2溶脱後，C-S-H ゲルが液相組成を干渉し，C/S 比により液相組成が変化す

る領域 

 

また，ブロック状の OPC 硬化体の浸漬試験に関していくつかの報告がある（Faucon, et al., 

1996； 芳賀ほか, 2003，他）。一定期間，イオン交換水に浸漬した試料の断面を分析した結果，

試料の表層と内部で組成が異なっており，試料内部は初期試料と同じ組成の健全部であるのに対

して表層部分は Ca濃度が低下しており変質部であると判断され，その境界を変質フロントとした。

表層の変質部は Ca(OH)2が消失していることから，変質フロントを Ca(OH)2溶解フロントとしてい

る研究もある（Buil et al., 1992；芳賀ほか, 2003）。変質フロントは浸漬時間が長くなるにし

たがって試料内部に進行し，浸漬初期は変質フロントの深さと浸漬時間の平方根は直線関係とな

ることから，溶解成分の移動は表層と内部の濃度勾配による単純な拡散現象によるものと考えら

れた。しかし，長期的には溶解に伴う空隙構造変化や二次鉱物生成，固相からの溶解速度等の複

雑な要因の影響を受けることから，溶解成分の移動を濃度勾配による単純な拡散現象として精度

良く評価することは困難であり，その評価は課題となっている。このような変質フロントの存在

と進行は，水に接した状態で長期間経過した実構造物においても確認されており(Lagerbrad, 
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2001)解析モデルもいくつか提案されている（Buil et al., 1992；横関ほか, 2003；須藤ほか, 2003）。 

上述のように OPC の変質は，主に拡散現象による溶脱として表現できることから，性能評価に

おいて実施する地球化学・物質移行連成解析に於いても同様に，濃度差を駆動力とした拡散によ

る物質移行と，各位置での固液の平衡によって解析を行うこととした。 

 

(2)(2)(2)(2)    混合混合混合混合セメントセメントセメントセメント水和物水和物水和物水和物のののの溶脱溶脱溶脱溶脱    

a.a.a.a.    フライアッシュセメントフライアッシュセメントフライアッシュセメントフライアッシュセメント水和物水和物水和物水和物のののの溶脱溶脱溶脱溶脱    

フライアッシュを OPC に添加した FAC 水和物に関して，粉末試料を用いた浸漬法で溶解試験が

実施されている（原子力環境整備促進・資金管理センター，2005）。 

この試験においては，セメントの水和反応に影響の大きいガラス相の特性の異なる 2 種類を選

定し，セメントの水和鉱物組成に影響を与えるフライアッシュの混合率 15%及び 30%として FAC 水

和物の溶脱評価を実施している。フライアッシュセメントの出発試料は，人工バリアの評価期間

が非常に長期にわたることを考慮して十分水和反応が進んだ状態の試料を作製し，イオン交換水

に液固比をパラメータとした浸漬試験を実施している。 

液相の pH は，液固比が大きくなるにしたがって低下している。液固比の増加に伴う pH の低下

はフライアッシュ含有率が高くなると大きくなるが，フライアッシュの種類の影響は小さいと報

告されている。液相分析の結果，FAC では OPC に比べて同一液固比の Ca濃度が低下しており，Ca

の濃度はフライアッシュ混入率が高くなるほど低くなっていた。 

固相分析の結果，FAC の主要な水和物相は C-S-H であり，OPC や LPC と同様の水和鉱物で構成さ

れていることが確認されている。また，固相の C/S 比は，フライアッシュの添加量の増加にした

がって低下していることが確認されており，固相のC/S比と液相のCa及びSi濃度の関係は，C-S-H

の溶解度データと一致した。FAC 水和物の主要な溶解成分は C-S-H であり，水和物の溶解反応は

ポルトランドセメント（OPC や LPC 等）と同様であると判断された。FAC は OPC と比較して Si 量

が多く Ca 量が少ないため，生成する Ca(OH)2量は少なく，C-S-H ゲルが多く生成する。溶解度の

比較的大きな Ca(OH)2の生成量が少ないことから，単位重量あたりの Ca の溶脱量は小さくなり，

同一液固比における溶解量は少なく，溶解変質しにくい材料であると考えられている。 

また，ブロック状の FAC 硬化体の浸漬試験も実施されている（柴田ほか，2004）。一定期間，イ

オン交換水に浸漬した FAC 硬化体の断面を分析した結果，試料の表層は Ca濃度が低下した変質部

であり，試料内部は初期試料と同じ組成の健全部であることから，OPC 硬化体の既往研究成果と

同様に変質フロントの存在が確認された。FAC 硬化体においても表層の変質部は Ca(OH)2が消失し

たと考えられる組成であった。変質フロントは浸漬時間が長くなるにしたがって試料内部に進行

したが，その進行速度は同一空隙量の OPC 硬化体や LPC 硬化体に比較して極めて遅かった。試験

に用いられた FAC 硬化体の空隙径分布は OPC 硬化体や LPC 硬化体に比較して微細な径の空隙量が

多く，0.05μm 以上の空隙はほとんど存在しなかった。イオンの拡散は 0.05μm 以上の空隙量と

相関が高いとする研究もあり（Uchikawa, 1991），FAC 硬化体は大きな径の空隙量が少ないために

変質フロントの進行速度がOPC硬化体やLPC硬化体に比較して著しく低下したと推測されている。 

FAC の主要な水和物相が，OPC や LPC と同様の水和鉱物で構成されていること，及び固相の C/S

比と液相の Ca 及び Si 濃度の関係が，C-S-H の溶解度データと一致したことから，フライアッシ

ュセメントの変質は OPC と同様に取り扱えるものと考えられる。 
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b.b.b.b.    高炉高炉高炉高炉セメントセメントセメントセメント水和物水和物水和物水和物のののの溶脱溶脱溶脱溶脱    

高炉セメントは，ポルトランドセメントに高炉スラグ（BFS）を加えたセメントの総称であり，

JIS では，BFS の添加量に応じて A 種，B 種，C 種が規定されている。処分にあたっては，これら

に加え，OPC と BFS を重量比 1:9 で混合した混合セメント（以下，混合セメント(OPC/BSF=1/9)と

いう）も，廃棄体の内部充填材等に用いる可能性がある。高炉セメントに含まれる水和物は，BFS

中のアルミ成分等の水和により，OPC のそれとは異なっている可能性が考えられたた。ここでは，

混合セメント（OPC/BFS=1/9）を例に，高炉セメント水和物の溶脱に関する知見をまとめ，OPC の

溶脱挙動との差異についてまとめる。 

混合セメント（OPC/BFS=1/9）を密閉養生 3 ヶ月後の試料及び純水による水入れ替え試験によ

り溶解劣化させたセメントの X線回折図を表-1 に示す(金子ほか，2004)。水入れ替え前後により，

鉱物相の種類の変化はみられなかった。水入れ替え前後に確認された鉱物相は，以下の通りであ

る。なお，C は Ca， S は SiO2，A は Al2O3，M は MgO，H は H2O の略号である。 

 

・養生後… CSH，AFt，CaCO3，Hydrotalcite， 

未水和物(gehlenite；C2AS，Akermanite；C2MS2) 

・劣化後… CSH，AFt，CaCO3，Hydrotalcite， 

未水和物(gehlenite；C2AS，Akermanite；C2MS2) 

 

表-1  1/9 ｾﾒﾝﾄの養生試料と水入れ替え劣化試料の X 線回折による水和物同定結果

AFt

SO4型 SO4型 ＮO3型

出発試料 1.4 0.9 0.5 4.1 0.2 － 2.9 47.8 4.8 ― 0.0 1.5

硝酸ナトリウム濃度：7mol/L水入れ替え5回 0.0 3.9 0.1 0.7 － 3.5 1.6 36.3 6.0 4.07 7.7 0.83

硝酸ナトリウム濃度：7mol/L水入れ替え10回 0.0 8.3 0.2 0.2 － 0.2 1.7 41.4 3.7 3.81 5.6 0.69

模擬地下水水入れ替え10回 0.0 11.9 0.2 1.1 0.1 － 1.1 49.1 3.3 ― 0.0 0.69

36.2

33.2

付着水

34.9

C-S-Hゲルの
Ca/Si比C-S-Hゲル

37.4

Na分
試料名 AFm

鉱物の定量結果　（単位：Wt％）

Ca(OH)2 CaCO3 ｼﾘｶｹﾞﾙ ﾊｲﾄﾞﾛﾀﾙｻｲﾄ
未水和
スラグ

NO3分

 

 

試験では完全に水和が終了した状態における水和物が確認できないため，Atkins らが提案する

最終水和物理論予測(Atkins et al., 1992)による初期組成(図 2)をもとに，処分場内が地下水で

飽和した時点での水和物組成を推定する。このモデルにおいては，OPC，1/9 セメントの最終水和

物は，以下のとおりであると想定している。なお，C は Ca， S は SiO2，A は Al2O3，H は H2O の略

号である。 

・OPC … Portlandite(CaH)2)，CSH(1.7)，C3AH6，AFt 

・1/9 セメント… CSH(1.2-1.5)，C3AS0.76H4.48，C3ASH4，Hydrotalcite，AFt 

図 2 より，1/9 セメントは，CSH の Ca/Si 比，及びアルミネート系水和物の組成が大きく異なる

ことが示唆される。また，これら水和物の熱力学データを用いて予測した 1/9 セメントの地下水

との反応における経時変化予測おける間隙水の pH経時変化の一例を図 3 に示す。 

このように高炉スラグを混合したセメントでも，硬化時の水和物及び地下水への溶脱後の鉱物，

及びそれらの熱力学データを用いて変質をモデル化することが可能と考えられる。 
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図-2 Glasser モデルによる OPC，OPC/BFS=1/9 水和物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.c.c.    低低低低アルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性セメントセメントセメントセメント水和物水和物水和物水和物のののの溶脱溶脱溶脱溶脱    

OPCOPCOPCOPC    

1/91/91/91/9 セメントセメントセメントセメント    

OPC 

OPC/BFS=1/9 

図-3 地下水との接触によるセメント系材料の ph変化 

図-2 Ca(OH2)-Al2O3-SiO2系の状態図と OPC 及び 1/9 セメントの組成  

OPCOPCOPCOPC    
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c.c.c.c.    低低低低アルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性セメントセメントセメントセメント水和物水和物水和物水和物のののの溶脱溶脱溶脱溶脱    

現在検討が進められている低アルカリ性セメントには，ポルトランドセメントに対してポゾラ

ン材料を多量に添加するタイプのセメント系材料と，鉱物組成を調整して低アルカリ性化するセ

メント系材料とがある。ここでは，それらのうち，前者に属する Highly Fly-ash contained 

Silicafume Cement（以下，「HFSC」という）と，後者に属する Law Alkalinity Cement（以下，「LAC」

という）についてそれぞれ記述することとする。 

 

(a)(a)(a)(a)    ポゾランポゾランポゾランポゾラン材料材料材料材料をををを多量多量多量多量にににに添加添加添加添加したしたしたした低低低低アルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性セメントセメントセメントセメント    

低アルカリ性セメントの一つであるフライアッシュを多量に混合したシリカフュームセメン

トは，シリカフュームやフライアッシュのポゾラン反応により水酸化カルシウムが消費され，よ

り難溶性の Ca/Si モル比の小さなカルシウムケイ酸塩水和物が生成されるため，その浸出液の pH

は低下する。粉砕した HFSC ペーストの蒸留水や模擬降水系地下水への溶脱試験が実施されており，

化学平衡モデルを用いたモデル化が試みられている(Owada et al., 1999)。模擬降水系地下水を

用いた溶脱実験及び化学平衡モデルを用いた計算による浸出液の pH変化を図 4 に示す。 

HFSC ペーストの初期の浸出液の pH は，10.6 程度であるが，交換浸出液の量が大きくなるにと

もない 11程度の pHが維持される。その後，pH は地下水の pH に近づいていく。Owada らは，この

溶脱挙動を HFSC の固相を C-S-H ゲル，エントリンガイト及び石英を仮定することによりモデル化

し，初期の浸出液の pH の挙動を AFｔの溶解と消失によるものと説明している。これにより，HFSC

の溶脱挙動は，既存の地球化学平衡モデル及びセメント水和物の熱力学データにより概ねモデル

化可能と考えられる。 

 

 

図-4 HFSC ペーストの浸出液の pH変化(実験値及び計算値) 
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(b)(b)(b)(b)    鉱物組成鉱物組成鉱物組成鉱物組成をををを調整調整調整調整したしたしたした低低低低アルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性セメントセメントセメントセメント    

鉱物組成を調整した低アルカリ性セメントの例としては，アーウィン－ビーライト－フェライ

ト系クリンカーにセッコウを添加したもの（田熊ほか,1996；坂本ほか,1996）が検討されている。

このセメントは LAC（Low Alkalinity Cement）と呼ばれ，クリンカーの組成とセッコウの添加量

とを変えることで，硬化体中の鉱物の種類及び組成を制御して，浸出液の液性，硬化時及び硬化

体の特性を変化させ，図 5 に示すように浸出液の pH を 10.3 程度（藤田ほか,1998）としたもので

ある。LAC にはその組成により，LAC-C,LAC-S などのバリエーションがある。OPC における主な硬

化成分は C-S-H であるが，LAC のそれは AFｔである。その機械的特性は OPC とほぼ同等であるこ

とが報告されている（藤田ほか,2005）。 

    

 

 

LAC-S 水和物の長期的な化学的特性を評価するために溶解試験を実施した。溶解試験手法とし

ては浸漬水を定期的に交換する溶解法と水和物と浸漬水の比を変化させる浸漬法を選定し，固相

と液相の変化を評価した。水和物相変化の解析のために LAC-S 水和物の粉末試料を用いたが，固

相からの溶解成分の溶出や空隙構造変化を評価するために平板状試料を用いた浸漬試験も実施し

た。LAC-S は水和速度が遅く，通常の水和条件では低溶解度の水和物となるまでに長い時間を要

することから，ボールミルハイドレーション，高温養生といった促進養生を行った。固相分析結

果から LAC-S の水和物相は AFｔと C-S-H ゲルであり，溶解試験で確認できた主な溶解成分は AF

ｔであることがわかった。しかし，AFｔと C-S-H ゲルの相互作用については不明確な部分も多く，

液相組成の支配要因を明確にすることができなかった。水和物相の詳細な解析，AFｔの熱力デー

タ精度の向上等も含め，今後の課題として残されている。平板試料の浸漬試験の結果，表層から

溶解成分である Ca，Al，S イオンが溶出し，その移動は拡散によるものであり，拡散速度は OPC

硬化体浸漬試験時の Ca(OH)2の溶解に伴う Ca の拡散に比較して小さかった。また，溶解により空

隙が増加していたが，増加量は小さかった。以上の結果をもとに，LAC-S 水和物は比較的長い期

間，低 pHを保ち，物理的な性能も保たれる事が予想できた。 

 

図-5 LAC の浸出液の phの変化 
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3.1.33.1.33.1.33.1.3    セメントセメントセメントセメント系材料系材料系材料系材料とととと地下水成分地下水成分地下水成分地下水成分とのとのとのとの反応反応反応反応    

(1)(1)(1)(1)    地下水成分地下水成分地下水成分地下水成分にににに関関関関するするするする調査結果調査結果調査結果調査結果    

地下水に溶存する様々な成分はセメントを構成する成分と反応し，セメント水和物を変質させ

ることから，水和物の溶解現象に影響を及ぼすものと考えられる。 

H12 レポートに示された溶存化学種のうち，セメント水和物の変質に関する影響について調査

し，研究が報告されている Mg, C, S, N, Cl について以下に示す。 

・Mg の影響 

Mg はセメント硬化体中の Ca と置換して Mg(OH)2 となり，変質を促進すると報告されている

(Hoglund, 1987)。一方，少量の場合は Mg(OH)2の溶解度が小さいことから他の化学種による変質

を遅延することもあるとの報告もみられた(魚本ほか，1984)。 

・C（CO3
2-，HCO3

-）の影響 

炭酸塩は中性化(炭酸化) の原因となる化学種である。地下水中に含まれる HCO3
-や CO3

2-とポル

トランダイトや C-S-H ゲルが反応し，空気中と同様にカルサイトが生成し，空隙を閉塞して組織

を緻密化するとの報告が多数みられる一方で，C-S-H ゲルの結合を切断するとの報告もあり，硬

化体の変質を促進する可能性も考えられる。研究例として，CaCO3の生成により，高 pH 維持期間

が減少したとの報告(Atkinson et al., 1988)，透水係数が低下したとの報告(柴田ほか，2000)

がある。 

・S（SO4
2-）の影響 

硫酸塩はセメント硬化体に与える変質作用がもっとも大きく，アルミネート系成分との反応に

より生成する AFｔは，膨張して硬化体にひび割れを生じて強度を低下させることが知られている

ほか，ポルトランダイトとも反応して二水石膏を生成することが知られている。初期には AFｔの

生成は空隙を充填する効果があるが，空隙が充填されるとひび割れが生じ始め，空隙量を増加さ

せるとの報告もみられる。研究例として，ひび割れの目詰まりがみられたとの報告(大西ほか，

1998)がある。 

近年，硫酸塩劣化が起こる条件下で炭酸イオンが供給された場合に，AFｔと類似した構造のソ

ーマサイトが生成し，セメント系材料が劣化する事象が報告されている。ソーマサイトは，セメ

ント系材料中での硫酸塩濃度が高く，炭酸イオンが継続的に供給され，かつ，環境温度が低いと

いう条件が全て満足されたときに生成するとされている。 

・N(NO3
-)の影響 

NO3
-がセメント硬化体中のAFm相の SO4

2-と置換するとの報告や変質が促進されるとの報告(武井

ほか，2002；武井ほか，2003)がある。 

・Cl の影響 

Cl は鉄筋コンクリートの鉄筋腐食を促進させる原因となり，研究例は多数報告されている。セ

メント硬化体の変質に与える影響としては，AFm 相と反応してフリーデル氏塩を生成することが

知られているほか，水和物中の Ca(OH)2が MgCl2と反応し，溶解度の大きな CaCl2を生成し，変質

を促進するとの報告も見られた。 

原子力環境整備促進・資金管理センター(2005)において実施した試験では，OPC 及びフライア

ッシュのガラス相の特性の異なる 2種類，フライアッシュの混合率をそれぞれ 15%及び 30%とした

FAC4 種類の水和物について降水系地下水（FRHP）に対する溶脱評価を実施している。OPC 及び FAC
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の出発試料は，人工バリアの評価期間が非常に長期にわたることを考慮して十分水和反応が進ん

だ状態の試料を作製し，降水系地下水に液固比をパラメータとした浸漬試験を実施している。 

降水系地下水に浸漬した液相の pHは，OPC 及び FAC ともに液固比が大きくなるにしたがって低

下した。液固比の増加に伴う pH の低下は，OPC に比べ FAC が大きく，フライアッシュ含有率が高

くなると大きくなるが，フライアッシュの種類の影響は小さいことが確認されている。降水系地

下水に浸漬した OPC の液相組成は，液固比 1000 倍まで Ca 濃度が高く，イオン交換水と比較する

と全ての同一液固比で Ca 濃度は低くなっている。K 及び Na は，液固比が小さいほど濃度が高く

液固比の増加に伴って濃度が低下している。Si，Al 及び SO3は，液固比 200 倍までは低濃度であ

るが，液固比1000倍以上で濃度が上昇しており，特に液固比2000倍のSi濃度が高くなっている。

PFA では，OPC に比べてイオン交換水及び降水系地下水で同一液固比の Ca 濃度が低下しており，

Ca の濃度はフライアッシュ混入率が高くなるほど低くなった。K 及び Na は，液固比が小さいほど

濃度が高く液固比の増加に伴って濃度が低下している。Si，Al 及び SO3は，ブランク試料に比べ

てイオン交換水及び降水系地下水で同一液固比では濃度が高くなる傾向が確認されている。 

XRD 測定の結果，降水系地下水に浸漬した試料では，OPC 及び FAC ともに液固比 200 倍以上の水

準でカルサイト（炭酸カルシウム）の生成が確認されている。C-S-H ゲルの存在は，全ての水準

で確認されている。 

 

(2)(2)(2)(2)    海水海水海水海水とのとのとのとの反応反応反応反応    

人工海水に OPC 及び FAC の粉体試料を浸漬し，セメント系材料の溶脱現象に対する海水成分の

影響試験が実施されている（原子力環境整備促進・資金管理センター，2005）。 

OPC 及びフライアッシュのガラス相の特性の異なる 2 種類，フライアッシュの混合率をそれぞ

れ 15%及び 30%とした FAC4 種類の水和物について人工海水に対する溶脱評価を実施している。OPC

及び FAC の出発試料は，人工バリアの評価期間が非常に長期にわたることを考慮して十分水和反

応が進んだ状態の試料を作製し，液固比をパラメータとした浸漬試験を実施している。 

液相の pHは，全てのセメント供試体及び浸漬液で，液固比が大きくなるにしたがって低下した。

液固比の増加に伴う pH低下の程度は，イオン交換水が最も小さく，降水系地下水，人工海水の順

に大きくなった。特に，人工海水への浸漬試験では，液固比 100 倍から pHの低下が観察され，液

固比 200 倍以上では著しく pHが低下した｡ 

人工海水に浸漬した液相の pHは，イオン交換水及び降水系地下水に浸漬した試料に比べ同一セ

メント及び液固比における低下が著しいことが確認されている。液固比の増大に伴う pH の低下は，

OPC及びPFAともに液固比が大きくなるにしたがって低下した。液固比の増大に伴うpHの低下は，

OPC に比べ FAC が大きく，フライアッシュ含有率が高くなると大きくなるが，フライアッシュの

種類の影響は小さいことが確認されている。人工海水に浸漬した液固比 200 倍では，セメントの

種類の影響が大きく OPC に比べ PFA は pH が 1 程度低い値となっている。液固比 2000 倍ではセメ

ントの種類による pH の変化は小さくなった。 

人工海水に浸漬した OPC の液相組成は，イオン交換水及び降水系地下水と比較して全ての液固

比で Ca 濃度が高く，液固比 200 倍までの Ca濃度は Ca水酸化カルシウム飽和濃度の 2倍以上の濃

度となっている。K 及び Na は，概ね人工海水成分濃度と同一濃度であった。Si 及び Al は，全て

の液固比で低い濃度であった。SO3は液固比 10 倍では，低い濃度となっているが，液固比 100 倍
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以上までは概ね人工海水成分濃度と同一濃度であった。Mg は，液固比 200 倍までは低濃度である

が，液固比 1000 倍以上で濃度が著しく上昇した。人工海水に浸漬した PFA の液相組成は，Mg 濃

度が OPC に比べ高くなっているが，他の成分はほぼブランク試料と同様の濃度となっていた。 

XRD 測定の結果，OPC の人工海水への浸漬試験では，液固比 100 倍以上の水準で水酸化カルシウ

ムが消失し，液固比100倍及び200倍で初期試料には存在しないブルサイト及び石膏が確認され，

液固比 1000 倍以上では消失している。液固比 200 倍以上の水準でカルサイトが確認され，アラゴ

ナイトが，人工海水浸漬試験の液固比 1000 倍以上の水準で存在を確認されている。PFA の人工海

水への浸漬試験では，水酸化カルシウムが浸漬試験後の全ての水準で消失しており，カトアイト

は人工海水の液固比 2000 倍の水準で明確なピークを確認できなくなっている。C-S-H ゲルの存在

は，全ての水準で確認されている。 

セメント系材料に及ぼす海水系地下水の影響を評価することを目的として OPC ペースト硬化

体バルク供試体への通水試験が実施されている（武井ほか，2004）。その結果，人工海水を通水

させた場合では通水速度が非常に小さくなり現実的に試験継続が困難となった。 

海水系地下水を通水させた系(SW 系)及びイオン交換水を通水させた系（DW 系）の EPMA の結果

より，SW 系では試料上部で Caが大きく溶脱していることが判明した。DW 系でも上部の Ca濃度は

減少しているものの SW系ほど溶脱していない。さらに，SW 系の変質部の範囲は DW 系よりも大き

く，健全部との境界は非常に明瞭であった。化学組成分析では出発試料で約 50%あった Ca が，DW

系上部で約 40%まで減少したのに対し，SW 系上部では 3%以下とほとんどが溶脱していた。XRD 結

果より，SW系上部では水酸化カルシウムのみならず C-S-H ゲルも消失していた。SW 系上部では人

工海水から供給された MgO が高い濃度で存在しており，Caの分布と補完する関係となっていたこ

とから Caと Mg の置換反応が起こったものと推察される。XRD では SW 系上部では水酸化マグネシ

ウム（ブルーサイト）ハイドロタルサイト及び微量の炭酸カルシウムのみが認められた。熱分析

ではわずかなフリーデル氏塩も確認された。SiO2は SW系においてもほとんど溶出していなかった

が，その存在形態を特定することはできなかった。SO3は，SW 系下部のみで高濃度に存在し，XRD

では AFｔが明瞭に確認された。硫酸塩は海水から供給されたものと考えられるが，上部では Ca

が非常に少ないために AFｔはが生成できなかったものと判断される。Cl は SW 系上部で多く存在

していた。 

圧縮強度及びヤング係数の測定結果を表-1に示す。なお，SW 系で力学特性測定に供したのは積

算液固比が 90に満たない 2 供試体（積算液固比が 72.3 と 63.7）であり，DW 系と直接比較するこ

とは厳密にはできない。出発 SW 系と DW 系は同程度の圧縮強度であり，ともに出発試料の約半分

まで低下していた。ただし，SW 系では積算液固比が小さく 90 に到達していない供試体での測定

値であるから，同じ液固比で比較すると SW 系で高い強度を示す可能性もあるものと考えられる。

DW 系では，出発試料のヤング係数の約半分まで低下していた。SW系はデータが 1点しかなく信頼

性がやや低くなったが，DW 系よりも大きく，さらに出発試料をやや上回る結果となった。 
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表-1 圧縮強度及びヤング係数測定結果 

圧縮強度 ヤング係数 
通水液 液固比 

通水前乾 

燥重量(g) 

含水重量 

(g) (N/mm2) 平均 (×104N/mm2) 平均 

－ 82.5 3.68 0.30 

－ 84.1 3.84 0.38 出発試料 

－ 82.8 3.74 

3.75 

0.37 

0.35 

72.3 53.0 80.5 1.90 0.40 
SW 系 

63.7 53.3 82.0 1.70 
1.80 

－ 
0.40 

89.3 52.8 78.7 1.94 0.20 

88.3 52.8 78.9 1.82 0.15 DW 系 

90.2 53.0 79.1 1.84 

1.87 

0.14 

0.17 

－：測定不能であったもの 

 

セメントペースト硬化体への人工海水による通水試験では，供試体上部において Ca が著しく減

少し C-S-H 中の Ca までも溶脱する現象が確認された。液相分析結果からも，水酸化カルシウム飽

和溶液を大きく超える 50～60mmol/dm3の高い Ca 濃度であったことから，Ca の溶脱が促進された

ことが確認された。 

Ca が溶脱した領域では，人工海水から供給された多量の MgO の存在が確認され，Mg 含有相とし

てハイドロタルサイトとブルーサイト（水酸化マグネシウム）が確認された。SiO2 はほぼ溶脱せ

ずに固相中に残っており，その存在形態は確認できなかったものの，MgO-SiO2-H2O 系の鉱物を形

成している可能性もある。これら Mg 含有相は，平衡な液相の pHが低いことが予想される。 

人工海水による通水試験では，イオン交換水でのブランク試験に比べ透水係数が 1～2桁以上小

さくなり，中にはほとんど通水しない供試体もあった。EPMA による元素分布の結果，試料上部に

は特に MgO が高濃度に縞状に偏析している部分が認められ，MgO 含有相の析出が透水係数を大き

く低下させた原因であるものと推測された。実際の処分施設での地下環境を考えた場合も，海水

系地下水ではセメント系材料の透水係数が大幅に低下する可能性がある。 

人工海水により劣化した供試体の圧縮強度はブランクよりもやや低い値であった。しかしなが

ら，Ca が大きく溶脱していることを踏まえると強度低下は大きくなく，MgO 含有相が圧縮強度に

寄与することで，従来の Ca 溶出率－圧縮強度の関係には載らない可能性が示唆された。ただし，

C-S-H が MgO-SiO2-H2O 系鉱物へ変化すると強度が低下するという既往報告があった。 

供試体上部では MgO 含有相の他に，少量ではあるがフリーデル氏塩の生成も認められた。フリ

ーデル氏塩については膨張との関係も既往されている。 

供試体下部では，人工海水からの硫酸イオン供給によるものと考えられる AFｔの生成が確認さ

れた。AFｔは従来より膨張破壊を引き起こす生成物として知られる。海水からの AFｔ生成におい

ては膨張を伴わないケースもあるという既往報告があったものの，海水への長期浸漬試験でコン

クリート供試体が膨張するという実験報告もあり，海水により膨張破壊が起こる可能性は否定で
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きない。 

海水系地下水とセメント系材料との反応では，これまで多くの試験が行われてきたイオン交換

水及び降水系地下水による変質試験で得られている結果とは異なる挙動が確認された。そのため，

海水系地下水との反応で生じる生成物の同定，及びそれら鉱物の熱力学データ及び核種移行デー

タの整備が必要であると考えられる。 

 

(3)(3)(3)(3)    硝酸塩硝酸塩硝酸塩硝酸塩とのとのとのとの反応反応反応反応    

セメント系材料に及ぼす硝酸塩の影響を評価することを目的として OPC ペースト硬化体バルク

供試体への通水試験が実施されている（武井ほか，2002；武井ほか，2003）。 

通水試験に供した供試体は研究用 OPC を用いて作製したペースト硬化体とし，水セメント比

105%，φ40×h40mm の円柱状とし，通水試験ではカラム内に固定した供試体に加圧した通水液を

透過させた。通水は，供試体上部から下部の方向へ行い，供試体内を通過した液相はグローブボ

ックス内のポリプロピレン製ボトルに集め，定期的に採取した。 

通水液として 1 mol/dm3の硝酸ナトリウム水溶液を使用した。積算の液固比が 90 に達した時点

で通水液をイオン交換水に切り替えた。これは溶解度の高い硝酸塩の瞬時溶解を模擬的に再現

したことによる。なお，ここでいう液固比とは，供試体の絶乾重量に対する通過した液相の重

量比であり，通水試験進行度合いを示し，劣化程度の指標とした。通水量は 4 水準とし，最長

の積算液固比 500 の他，積算液固比 90，180 及び 360 の時点でも，通水を終了し固相の評価を

実施した。ブランク試験としてイオン交換水のみを通水した試験を実施した。 

固相試料断面の EPMA による Ca，S 及び Na の元素濃度分布をブランク試験の結果とともに図

-6～8に示す。 

EPMA の結果より，Ca は積算液固比 90 において，試料上端から 1/2 程度まで Ca が溶脱し，ブラ

ンクに比べ Ca 溶脱が進行していることが判明した。積算液固比 360，500 では硝酸ナトリウム溶

液通水及びブランクの両ケースともに，一部不均質な劣化のために健全部が取り残された部位が

あるものの，健全部はほぼ消滅した。XRD による評価の結果，積算液固比 180 以降ではブランク

も含め，供試体上部で水酸化カルシウムは消失していた。C-S-H は全ての試料，部位で確認され

た。Si 及び Al は，ブランクと大きな差異は無かった。Si は供試体上端部のみで濃度の低下が認

められた。 

硝酸塩を通水した供試体では，SO3の濃度はブランクよりもかなり低くなっていた。XRD 結果か

ら，ブランクで検出された AFｔ及び AFm 水和物は，硝酸ナトリウム溶液通水ではどの液固比に

おいても検出されなかった。これら硫酸塩を含むアルミネート相に替わり，液固比 90 では硝酸

塩型の AFm(3Ca･Al2O3･Ca(NO3)2･10H2O)が検出された。このことより，SO4
2－と NO3

－の置換が起こっ

たものと考えられる。なお，イオン交換水に切り替えた積算液固比 180 以降の試料では硝酸塩型

の AFm 相は検出されなかった。ブランクでは，健全部と劣化部の境界付近に SO3 の濃集が認めら

れた。Na は，硝酸ナトリウムを通水した供試体の液固比 90 でのみ，劣化部に非常に高濃度に存

在していた。液固比 90 の供試体は，間隙水中に高濃度に溶存する硝酸ナトリウムが試料調製の乾

燥工程で析出するのを防止するために，通水後にイオン交換水を液固比 2～3程度通水するフラッ

シングを行っており，溶液からの析出によるものではないと判断される。したがって，アルカリ

シリカゲル等の Naを含む固相が生成している可能性もある。イオン交換水に切り替えた以降の 3



 16 

水準及びブランクの全水準では Naが残存している部位は認められなかった。 

NaNO3 を通水した試験体の透水係数は，透水初期には 2.5×10-9～3.0×10-9m/sec 程度の値を示

し，液固比 90 の 6.0×10-9～7.5×10-9m/sec まで徐々に増加した。液固比 90 で通水液を NaNO3か

らイオン交換水に換えた直後から液固比 120 まで透水係数は急激に増大し，それ以降では増加率

が緩慢となった。液固比 360 での透水係数は 3.0×10-8～3.7×10-8m/sec，液固比 500 では 3.8×

10-8～4.6×10-8m/sec となった。NaNO3を通水した試料は，ブランク試料と比較して積算液固比 90

までは透水係数が小さく，積算液固比 90の時点で通水液をイオン交換水に替えた直後から透水係

数は増大し，ブランク試料よりもわずかに大きくなった。NaNO3 を通水した試料は，積算液固比

120 以降ではブランクと同様の傾きで増加し，液固比 500 までの透水係数はイオン交換水を同量

通水した試料とほぼ同程度の透水係数となった。 

NaNO3を通水した試験体の空隙率は，試料上部は初期から積算液固比 180 までは大きく増加し，

積算液固比 180 以降では若干増加し，ブランクよりもわずかに大きな値を示したが，積算液固比

に対する空隙率の変化は同様な傾向を示すことが確認されている。空隙率の増加は水酸化カルシ

ウムの溶脱に相関しているものと考えられる。 

NaNO3を通水した供試体の圧縮強度は，初期試料から積算液固比 90 まで大きく低下し，それ以

降の低下率は小さくなった。また，積算液固比 90では，NaNO3を通水したケースの圧縮強度はブ

ランクよりも低くなっているが，積算液固比 180 以上では両者の差異はほとんど見られない。こ

こで得られた圧縮強度は，基本的に変質の著しい供試体上部の強度であると考えられ，空隙率と

同様に水酸化カルシウムの溶脱が大きく影響しているものと考えられる。ヤング係数は，積算液

固比の増加にともない減少しているが，その減少率は，積算液固比 360 以降は小さくなっている。

また，通水液の違いでは，積算液固比 90 の時点では NaNO3を通水したケースの方がブランクよ

りも低くなっているが，積算液固比 180 以上では両者の差異はほとんど見られなかった。 
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図-6 Ca 濃度分布測定結果（Ca 換算） 
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図-7 S 濃度分布測定結果（SO3換算） 
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図-8 Na 濃度分布測定結果（Na2O 換算） 
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ブランク試料では，初回に採取した試料を透過した液相（流出液）の pHは約 13と高い値を示

し，それ以降の積算液固比 150 までは，水酸化カルシウム飽和溶液よりやや低い pH約 12.5 で推

移した。積算液固比 120～150 程度から徐々に pHは低下し，積算液固比 500 では，約 pH11.5 まで

低下した。NaNO3溶液を通水した試料の流出液では，積算液固比 240 まではブランクと比較して約

0.1 程度低い値となっている。 

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/dm3で推移した。一方，ブランクでは初回のみ低く，積

算液固比 150 まで約 22mmol/dm3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

た。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 0.8mol/dm3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 1mol/ dm3に近い濃度で推移

した。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た。 

硝酸塩によるセメント系材料の変質では，イオン強度が高い環境で，Ca の飽和濃度が高まる

ことから，溶脱が促進される場合があるが，促進の大きさは約 10～20%であり，また，変質に伴

って生成する二次鉱物も，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。 

 

4.4.4.4. 結論結論結論結論    

セメント系材料の変質過程は，これまで OPC を中心に多くの研究者により研究されており，モ

デル化も行われている。また，地下水成分や廃棄体成分との反応に関しても研究が進められ，一

部はモデル化も行われている。これら，既往の研究成果に基づいて，TRU 廃棄物処分環境におけ

るセメント系材料の変質に関しての予測は，基本的なケースに関しては十分に可能と考えられる

が，例えば海水系地下水との反応を伴う場合や，混合セメントの変質モデル等，詳細検討が必要

なものも存在する。 
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