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（１）沿岸部の特性と地層処分の技術的対応可能性のまとめ
（前回までの議論のまとめ）

 沿岸部で地層処分を行う場合に、考慮すべき特性や自然現象を抽出した。

 閉じ込め機能

⇒ ①化学場（降水系地下水、塩水系地下水の存在）、②水理場（低い流動性）、

③塩淡境界（化学場と水理場の変遷）、④海水準変動（化学場と水理場の変遷

の主要因）

 物理的隔離機能

⇒ 隆起・侵食

 沿岸部の特性を踏まえた地層処分の技術的対応可能性について検討し、以下に

係る必要な基本的な技術は概ね整備され、沿岸海底下においても地層処分は技

術的に実現の可能性があると考えられることが確認されている（資料③参照）。

 地質環境特性を把握するための地質環境の調査・評価

 化学場の人工バリア構成材料に対する影響を考慮した工学的対策や沿岸海底

下を想定した地下施設の設計・建設

 化学場・水理場の影響を考慮した安全評価

 今後、技術の高度化に引き続き取り組むことで、更に信頼性を高めることが重要で

ある。



島嶼
本土
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（２）沿岸部における地層処分施設設置のイメージ

～200m

大陸棚
地上施設
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以深

地下施設<15km程度

海岸線

地下施設

300m
以深

地上施設

沿岸部における地形的な特徴に応じた地層処分施設設置のイメージ

※陸域は輸送の観点から海岸線から20km程度の範囲、海域は追加的な工学的対応の必要性を考えると海岸線から比較的近い
（15km程度以内：下記検討例参照）範囲が検討の一つの目安となる。
 これまでの標準的な検討例では、深度1,000mの地下施設へのアクセス斜坑の延長は、斜度10%で10km、7%で14kmである。

この程度までであれば、建設、換気、避難などについて大きな追加的対応は必要ないと考えられる。

300m
以深
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（３）技術的信頼性を更に向上させるための課題の抽出・整理
と今後の取り組み

① 地質環境調査・評価に係る課題とその対応の方向性

② 工学的対策技術に係る課題とその対応の方向性

③ 安全評価技術に係る課題とその対応の方向性

④ 実施主体としての当面の主な取り組みと基盤研究開発機関等への期待
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①地質環境調査・評価技術に係る課題とその対応の方向性（１／２）

 第２回研究会での紹介内容

▲ 地質環境調査・評価の信頼性向上のために以下が必要と考えられる。

 海陸境界付近における活断層の分布や、海域におけるマグマ・深部流体等の有無を
確認するための調査・評価技術の高度化

 沿岸部海域および海成段丘が発達していない陸域の隆起・侵食に係る調査・評価技術
の高度化

 沿岸部海域におけるボーリング調査技術（地質環境特性の長期安定性を把握するた
めの調査技術や水圧・水質モニタリングを含む）の高度化

 計画立案、調査、データ解釈、地質環境モデル構築、設計・安全評価のためのデータ
セット構築までの一連の調査・評価技術の体系化

 第２回研究会における委員からの指摘事項とそれを受けた課題

 隆起・侵食に係る調査・評価技術に関連して、海水準変動により海底が陸化した際の
地形変化の推定が必要

⇒ 隆起・侵食に係る調査・評価技術の高度化

 海水準変動（海水準の低下による水圧低下）によるメタンハイドレートの溶解に伴う、海
底地すべりに留意

⇒ メタンハイドレートの溶解に伴う海底地すべりを推定するための調査・評価技術の開発
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①地質環境調査・評価技術に係る課題とその対応の方向性（２／２）

検討対象 課題 対応の方向性

自
然
事
象

火山・
火成活動

マグマ・深部流体等の有無を確認
するための調査・評価技術の高度化

p7参照地熱活動

火山性熱水・
深部流体

隆起・侵食

隆起・侵食に係る調査・評価技術の
高度化

p8-9参照

メタンハイドレートの溶解に伴う海底
地すべりを推定するための調査・評
価技術の開発

•メタンハイドレートは、堆積岩（主に砂質層）中に埋蔵しており、
主に大陸棚の外側の大陸斜面内水深約500m以深に分布して

いる。したがって、地すべり発生域は沿岸海底下の地下施設
設置範囲外であると考えられるため特段の対応は実施せず、
メタンハイドレート資源開発分野の動向を注視する。

•地すべりの規模やその影響については、海底地形や他の発生
要因を含めて別途検討する。

断層活動
海陸境界付近の活断層分布を確認
するための調査・評価技術の高度化

p10参照

地
質
環
境
特
性

ボーリング
調査

沿岸部海域におけるボーリング調
査技術の高度化

p11参照

長期地下水
モニタリング

沿岸部海域における長期地下水モ
ニタリング技術の高度化

p11参照

調査・評価技
術の体系化

一連の調査・評価技術の体系化 p12参照
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マグマ・深部流体等の有無を確認するための調査・評価技術の高度化

①技術の現状

 内陸部の非火山地帯（前弧域、背弧域）では、物理探査手法（地震波トモグラフィーや電磁探査等）およ
び同位体測定を組み合わせて適用することで、地下深部（数km以深）のマグマ・深部流体が検出されて
いる（例えば，Umeda et al., 2007）。しかし、海域では、事例はほとんどない。

 定常地震観測網の外側に位置する海域では、
地震波速度構造の推定精度や空間分解能が低
下するため、マグマ・深部流体の存否の検討に
必要な、比抵抗構造と地震波速度構造の対比
事例がない。

②対応の方向性

 海域を対象とした現地調査等により、物理探査
手法の適用性を評価する（適用限界等の評価を
含む）とともに、マグマ・深部流体の調査事例を
蓄積する。

沿岸部における地下深部構造調査の概念図

磁場変動等の信号

電磁場観測機

自然地震

地震計

地震波

低比抵抗体

地震波低速度体

マグマ・深部流体
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隆起・侵食に係る調査・評価技術の高度化（１／２）

①技術の現状

 約10万年間の隆起・侵食量については、沿岸部陸域では

海成段丘や埋没谷などを指標として多くの地域で把握可能
である。一方、沿岸部海域では調査・研究事例が少ない。

 大陸棚に発達する海底谷（陸棚谷）は、以下の特徴を有し
ていることが明らかとなっている（米倉ほか編，2001）。

新しい堆積物によって埋積されていることが多い。

陸棚谷のうち、堆積物に埋もれている谷地形（埋没谷）の
多くは、陸上河川の延長部に存在する。

陸域～海域の流路マップの例（花谷ほか，2011）
（海域については海底の地形・地質情報を参考に作成） 「次の氷期終了を超えた将来の侵食量評価

では、沿岸部の地形はリセットされるものとみ
なす必要がある。従って、どの地点で下刻が
進行するのかを予測することは出来ず、すべ
ての地点で隆起量と氷期の最大海面低下量
（約130m）を合わせた河川下刻を想定する必
要がある。」という見解がある（AIST, 2015）。

 現在の海岸線付近において、後期更新世以
降の下刻量は、隆起量に100mを加えたもの
以下である（幡谷ほか，2016）。

沿岸部の谷地形のリセットの例
山元（2013）の東茨城台地における地質断面図を引用。下に凸の地層の分布
（埋積）によって示される谷の位置が地層ごと（時代ごと）に変わることがある。



9

隆起・侵食に係る調査・評価技術の高度化（２／２）

②対応の方向性

 「海成段丘などの有効な指標が発達しない沿岸部陸域」および「研究事例が少ない沿岸部海域」を対象
とした隆起・侵食に係る調査・評価技術、および海水準変動により海底が陸化した際の下刻場所や下刻
量を予測するための調査・評価技術として、以下の技術の適用性を確認し（適用限界等の評価を含む）、
調査・評価事例を蓄積する。

内挿・外挿による隆起・侵食の評価技術

局所的な堆積物や侵食地形を指標とした隆起・沈降の調査・評価技術

分布が局所的な段丘、被覆層がほとんど分布しない岩石段丘などを対象とした段丘の対比・編年技術

局所的な堆積物や侵食地形のイメージ

明瞭な段丘がない地域において、隆起・沈降量の指標と
なりうる情報を得ることが課題である。波食棚の隆起は、
将来的には岩石段丘となりうる。

約10万年程度の隆起・沈降量分布から見た内陸～沿岸部の隆起・沈降様式
の研究事例（那珂川沿い：幡谷ほか, 2006）

海域の隆起・沈降評価の方法の一つとして、上記のように陸域で得られた隆起・沈降様式
（事例では後期更新世以降の傾動運動）の海域への外挿が考えられる。段丘対比・編年
手法は隆起量評価の基礎を成す技術であり、その高度化・適用性拡大が重要である。

●：TT値，□：BB値，
◆: FS値，△：FS’値
は約10万年間の隆起
量の指標となる段丘
等の比高（吉山・柳田, 
1995)



10

海陸境界付近の活断層分布を確認するための調査・評価技術の高度化

沿岸部における地質構造調査の例（岡村ほか，2009）

①技術の現状

 海域の活断層の分布・活動性・活動履歴が、海底地形計測、音波探査、ボーリング調査、年代測定等に
より把握され、日本周辺海域の断層情報が蓄積・整理されつつある（例えば，地震調査研究推進本部，
2012；JAMSTEC, 2015; AIST, 2015）。

 海陸境界付近の海域における断層の分布や連続性や、上下変位量が比較的小さい横ずれ断層、海陸
境界に沿って分布する断層の検出事例が少ない。

②対応の方向性

 海陸境界付近の海域における断層の分布や連続性等に係る調査事例を収集・分析することにより、海
底地形計測、音波探査、ボーリング調査、年代測定などのそれぞれの調査技術の適用性を評価する（適
用限界等の評価を含む）とともに、調査技術の適切な組み合わせ方を検討する。
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沿岸部海域におけるボーリング調査／長期地下水モニタリング技術の高度化

（日本海洋掘削株式会社HPより）

ボーリング調査に使用する足場・台船類

①技術の現状

 地層処分にとって重要な地質環境特性を把握するための沿岸部（海岸線付近の陸域）におけるボーリ
ング調査は、基盤研究開発機関によって実施されている。

幌延沿岸域プロジェクト（JAEA, 2012; AIST, 2013; AIST, 2015など）

駿河湾における海域地質環境調査プロジェクト（AIST, 2013; AIST, 2015など）

 陸から海底に向けて掘削することができるコントロールボーリング掘削・調査技術が開発されている
（CRIEPI, 2013など）。

 地層処分にとって重要な地質環境特性を把握するための沿岸部海域におけるボーリング調査（※）や、
長期地下水モニタリングの事例が少ない。

②対応の方向性

 沿岸部海域におけるボーリング調査（※）や長期地下水モニタリングの事例の収集・分析により、調査
技術の適用性を評価する（適用限界等の評価を含む）。

※孔口が海底にあるボーリング孔の掘削およびそれを用いた調査
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一連の調査・評価技術の体系化

①技術の現状

 幌延沿岸域プロジェクトにおける調査に基づく地質環境調査・評価の体系的な枠組みを示す統合化
データフローダイアグラムが構築されている（JAEA, 2010）。

 幌延沿岸域プロジェクトを通じて得られた知見や経験は、沿岸部における調査・評価計画立案のノウ
ハウとして取りまとめられている（JAEA, 2013など）。

 沿岸部における地質環境調査・評価、工学的対策、安全評価の連携を考慮した一連の調査・評価技
術を体系的に整備した事例が少ない。

②対応の方向性

 一連の調査・評価技術について、既存調査結果や、技術の高度化において実施される適用性評価結
果に基づき、地質環境調査・評価と、工学的対策や安全評価を組み合わせた包括的な調査・評価技
術の体系的な整備を実施する。
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②工学的対策技術に係る課題とその対応の方向性（１／２）

 第２回研究会での紹介内容

▲ 工学的対策技術の信頼性向上のために以下が必要と考えられる。

 沿岸部に特有の種々の地質環境条件下（異なる地下水の塩分濃度や溶存成分
等）における人工バリア構成材料やグラウト材等の各種特性の拡充

 各種データの拡充に伴う熱－水－応力－化学（THMC）連成解析モデルの高度化

 島嶼部や沿岸海底下に設置する場合など、様々なケースを想定した地下施設の
総合的な設計や安全確保策の検討

 第２回研究会における委員からの指摘事項とそれを受けた課題

 沿岸海底下のメリットを生かした処分概念の検討

⇒ 沿岸海底下の特性を考慮した処分概念およびそれに必要な総合的評価手法に
係る検討
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検討対象 課題 対応の方向性

オーバーパック オーバーパックの腐食速度に係るデータの拡充 p15参照

緩衝材 緩衝材の各種特性に係るデータの拡充 p16参照

セメント系材料 セメント系材料の各種特性に係るデータの拡充 p17参照

グラウト材 グラウト材の各種特性に係るデータの拡充 p18参照

ニアフィールド領域

構成材料（※）

各種データの拡充に伴う現象モデルの高度化 p19参照

処分概念およびそれに必要な総合的評価手法の構築 p20参照

地上・地下施設の
設計・建設

地上・地下施設の総合的な設計の検討 p21参照

②工学的対策技術に係る課題とその対応の方向性（２／２）

※ 人工バリア構成材料、隙間充填材、埋め戻し材、プラグ材、グラウト材、支保材等
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オーバーパックの腐食速度に係るデータの拡充

①技術の現状

 低酸素濃度下および海水系地下水環境下における炭素鋼オーバーパックおよび溶接部の腐食速度の
データが蓄積されている。

 腐食速度に塩水が与える影響は小さく、腐食速度は実験データに基づき保守的に設定した第２次取りま
とめの設計上の設定値より十分に低い。

②対応の方向性

 溶接部を含め、沿岸部で想定される種々の地下水条件下（※）で腐食試験を行うことにより、溶接部を含
む腐食データを拡充するとともに、既往の腐食寿命評価や腐食代設定の適用性を確認する。

※ 海水より塩分濃度の高い地下水環境下や、海水－降水間の塩分濃度の地下水環境下、種々の溶存成分の地下水
環境下等
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緩衝材の各種特性に係るデータの拡充

①技術の現状

 海水系地下水環境下での緩衝材の透水性や膨潤性等の各種特性が明らかになっている。

 海水系地下水環境下での透水性や膨潤力の低下を考慮しても、緩衝材の有効粘土密度を高めること
で性能を確保できる見通しが得られている。

②対応の方向性

 沿岸部で想定される種々の地下水条件下（※）で室内試験を行うことにより、周辺母岩への浸入・浸食
および流出現象、地下水浸潤挙動、膨潤圧、透水・せん断・圧密特性を把握するためのデータを
拡充する。

※ 海水より塩分濃度の高い地下水環境下や、海水－降水間の塩分濃度の地下水環境下、種々の溶存成分の地下水
環境下等
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セメント系材料の各種特性に係るデータの拡充

①技術の現状

 海水系地下水環境下でのセメント系材料の変質やひび割れの閉塞挙動が明らかになっており、変質に
対して密実なセメント系材料を使用することにより性能を確保できる見通しが得られている。

②対応の方向性

 沿岸部で想定される種々の地下水条件下（※）でバッチ式浸漬実験や通水実験を行うことにより、特性
や変質挙動に係るデータを拡充するとともに、既往の長期的変質挙動評価モデルの適用性の確認や改
良を行う。

※ 海水より塩分濃度の高い地下水環境下や、海水－降水間の塩分濃度の地下水環境下、種々の溶存成分の地下水
環境下等
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グラウト材の各種特性に係るデータの拡充

①技術の現状

 低アルカリ性セメントを含むセメント系材料を用いたグラウトによる湧水抑制対策技術が整備されている。

 海水系地下水環境下におけるセメント系材料（セメント水ガラス注入材）の耐久性能が実証されている。

 処分坑道や処分孔周辺を対象と想定した、より透水係数の低い岩盤の改良に必須の材料である溶液型
グラウトの海水系地下水環境下での特性データ（ゲルタイム等）が不足している。

グラウト材料の適用範囲

②対応の方向性

 海水系地下水条件に対する溶液型
グラウトの設計・施工・長期影響に
関するデータを室内試験により取得
し、適用性を評価する。
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各種データの拡充に伴う現象モデルの高度化

①技術の現状

 種々の地下水条件に適用可能な、再冠水に至るまでの過渡的な期間における緩衝材中の化学影響を
考慮した熱－水－応力－化学（THMC）連成解析モデルが開発されている。

THMC連成現象の概念モデル

（鈴木ほか，2012 ）

②対応の方向性

 沿岸部で想定される種々の地下水条件下（※）での
緩衝材の力学挙動に係るデータを取得するとともに、
取得したデータを活用してTHMC連成解析モデル
の力学的現象に関するモデルの高度化を行う。

 オーバーパック、緩衝材、セメント系材料の各個別
要素に対する海水環境下での長期挙動評価モデ
ル開発・データ取得等の成果を反映しつつ、鉄－ベ
ントナイト－セメント系材料の相互作用や複合現象
を考慮した評価手法を構築する。

※ 海水より塩分濃度の高い地下水環境下や、海水－降水
間の塩分濃度の地下水環境下、種々の溶存成分の地
下水環境下等
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処分概念およびそれに必要な総合的評価手法の構築

①技術の現状

 沿岸海底下における化学場（海水系地下水）や水理場（低動水勾配）といった特性が整理されている。

 海水系地下水環境下での人工バリア構成材料の各種特性や挙動が明らかになっている。

②対応の方向性

 沿岸海底下の特性を考慮した地下施設の配置、人工バリアの仕様と構成の組み合わせによる種々の
処分概念を検討し、その成立条件を確認する。

ニアフィールド領域構成材料（※）間の相互作用を考慮した室内試験により、人工バリア構成材料の
各種特性や挙動に係るデータを拡充する。

拡充したデータに基づき、以下を考慮可能なニアフィールドシステムの総合的評価手法を構築する。

• 個々のニアフィールド領域構成材料（※）が海水系地下水環境下で受ける影響や、材料間の相互
作用

• 建設から操業段階における海水系地下水の湧水がニアフィールド領域構成材料（※）に与える影響
（特に、緩衝材の流出挙動に与える影響）

※ 人工バリア構成材料、隙間充填材、埋め戻し材、プラグ材、グラウト材、支保材等
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地上・地下施設の総合的な設計の検討

①技術の現状

 地下施設へのアクセスのための坑道の延長が長くなるほど設計上の対応が増える。

②対応の方向性

 沿岸部の特徴を考慮した上で、制約条件を整理し、それを考慮した地下施設の総合的な設計を行う。
また、その結果を踏まえて陸域の場合との共通点や相違点を明確にするとともに、コストへの影響を
整理する。

島嶼の場合は既存インフラの利用可能性等の観点を考慮する。

沿岸海底下の地下施設へアクセスするための坑道延長が長くなることを考慮し、火災等の異常時対
応も含めた換気システムに係る検討を行う。

津波による地下施設の水没を防ぐために、地形条件を考慮した検討を行う。



 第２回研究会での紹介内容

▲ 安全評価技術の信頼性向上のために以下が必要と考えられる。

 シナリオ構築手法や核種移行評価モデル構築手法の高度化

 沿岸部に特有の種々の地質環境条件下（異なる地下水の塩分濃度や溶存成分等）、
地表環境条件下における各種データの拡充

22

③安全評価技術に係る課題とその対応の方向性

検討対象 課題 対応の方向性

シナリオ開発 シナリオ構築手法の高度化 p23参照

モデル開発 核種移行評価モデルの高度化 p24参照

データ整備

種々の地質環境条件下における核種移行データの拡充 p25参照

種々の地表環境条件下における核種移行データの拡充 p26参照
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シナリオ構築手法の高度化

①技術の現状

 汎用的なシナリオ構築手法が整備されている（JNC, 1999; NUMO, 2011; 柴田ほか，2015; Makiuchi.
et. al., 2015など）。

 包括的FEPリスト、FEP情報、個別現象に関する試験・解析に基づく基盤情報の整備が進められている
（JNC, 1999; NUMO, 2011; 黒澤ほか，2016など） 。

 上記を適用した、隆起・侵食および海水準変動を考慮したシナリオが構築されている（JNC, 1999;
NUMO, 2011など）ものの、事例が少ない。

②対応の方向性

 沿岸海底下における塩水環境下や塩淡境界の遷移域における水理場および化学場（地下水組成、有
機物・微生物等）と、その変遷を考慮したシナリオを検討する。

地質環境調査・評価技術および工学的対策技術との連携による、沿岸海底下の地質環境特性および
その長期変遷、ニアフィールドの長期挙動に係る情報の充実と、シナリオ構築への取り込み方法を検
討する。
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核種移行評価モデルの高度化

①技術の現状

 人工バリアおよび天然バリア中の核種移行に関する性能評価モデルと現象理解モデル、また、生活圏
評価モデル（核種移行・被ばくモデル）が整備されている（JNC, 1999; NUMO, 2011など） 。

 これらモデルを用いた、塩水環境を考慮した核種移行評価事例や、隆起・侵食および海水準変動を考
慮したシナリオに対する核種移行評価事例が存在する（JNC, 1999; NUMO, 2011など）。

②対応の方向性

 既存モデル化技術および拡充するデータ（p25-26参照）を用いた沿岸海底下を対象とする人工バリア／
天然バリアの核種移行評価モデルおよび生活圏評価モデルの、特に以下の観点に留意した適用性確
認と改良・高度化、および事例の拡充を行う。

天然バリア中の核種移行モードの変遷（例えば、拡散から移流へ）

化学場および水理場の時間的・空間的変遷の考慮

核種の流出域の変遷の考慮
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種々の地質環境条件下における核種移行データの拡充

①技術の現状

 多様な化学環境条件をカバーする、ガラス溶解データベース、熱力学データベース、収着・拡散データ
ベース（SDB/DDB）、活量補正モデル、収着・拡散モデルが整備されている（Kitamura et al., 2014;
舘・陶山，2016など）。

 幌延地質環境を対象とした核種移行影響に及ぼす地下水中のコロイド、有機物、微生物の特性評価手
法の開発が進められている。

②対応の方向性

 沿岸海底下等で想定される種々の地下水条件下（※）や、有機物・微生物特性等が異なる地下水条件
下での室内試験等によりデータを拡充する。

核種移行における有機物・微生物影響の概念図

※ 海水より塩分濃度の高い地下水環境下や、
海水－降水間の塩分濃度の地下水環境
下、種々の溶存成分の地下水環境下等
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種々の地表環境条件下における核種移行データの拡充

①技術の現状

 既存の知見に基づくデータ（移行係数、分配係数、濃縮係数等）の整備が進められている。

沿岸堆積物−海水間分配係数（Kd）（Takata et al., 2016など）

海水−沿岸生物濃縮係数（CR）（Tagami and Uchida, 2013; IAEA, 2014など）

 沿岸部を核種流出域としたモデルと環境移行パラメータセットを整備し、線量換算係数を算出した事例
がある（加藤ほか, 2001）。

②対応の方向性

 沿岸部で想定される種々の地表環境条件下での試料採取や室内試験等によりデータを拡充する。

海水

河川水

採泥
（海底土表層）

採水

海産生物混合

沈降

海水

ＣＲ

Kd

（放射線医学総合研究所提供）

採取対象試料（海水、海底土および海産生物（海藻、貝類、甲殻類））



④実施主体としての当面の主な取り組みと基盤研究開発機関等への期待

沿岸部における地層処分の信頼性向上に向けた課題に対し、実施主体として、
基盤研究開発機関等とも連携し、計画的に課題解決を図りたい。

実施主体 ⇒ 体系化／実現性や効率性に係る検討

一連の調査・評価技術の体系化

地上・地下施設の総合的な設計の検討

シナリオ構築手法や核種移行評価モデル構築手法の高度化

・・・など

基盤研究機関等 ⇒ データの拡充や要素技術の開発

隆起・侵食に係る調査・評価技術や、海陸境界付近の活断層分布やマ
グマ・深部流体等の有無を確認するための調査・評価技術の高度化

塩分濃度や溶存成分等が異なる地下水条件下等における人工バリア
構成材料の特性や核種移行データの拡充

・・・など
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