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第３章 技術に関する事業の概要 
 
Ａ 地層処分技術調査 

 
３－１－Ａ 事業の目的・政策的位置付け 
３－１－１－Ａ 事業目的 
 
地層処分技術調査は、「原子力政策大綱」等で示された国の果たすべき役割を踏まえ、原子

力発電及び核燃料サイクルに伴って発生する高レベル放射性廃棄物や TRU 廃棄物の地層処分

を安全かつ着実に進めるため、これらに係る処分事業や安全規制を支える基盤技術の確立を

目的に技術開発を行うものである。 
国の基盤研究開発として、技術基盤の継続的強化を図り、客観性をもって技術的信頼性や

安全性を高め、国民の理解を促進するとともに、処分事業や安全規制に先行する形での技術

基盤の整備を通じ、もって処分事業や安全規制を含むわが国の処分計画全体の着実な進展に

資することを全体の目標として設定している（図 9）。 
地層処分に係る国の基盤研究開発については、２－１－１ 施策の目的で述べた通り、Ｊ

ＡＥＡが 2 つの深地層研究施設や地層処分放射化学研究施設等を活用して中核的かつ継続的

に研究開発を進める一方で、資源エネルギー庁として、地質環境調査技術や処分技術に関連

した要素技術等、主に工学的な視点に重点をおいた周辺基盤技術に係る研究開発を展開して

きた（図 5）。 
地層処分事業については、概要調査地区の選定、精密調査地区の選定（平成 20年代中頃）

を経て、 終処分施設建設地の選定（平成 40年前後）がなされ、安全規制については、安全

審査基本指針等の策定が段階的に進められる計画である。これら事業や規制のスケジュール

に合わせてタイムリーに技術開発を展開していくこととしており、高レベル放射性廃棄物に

ついては、平成 20年代中頃を目途とする精密調査地区の選定を念頭に、それに向けた地上か

らの地質環境調査に係る技術基盤の確立、人工バリア等の定置技術や長期健全評価等の工学

技術、安全評価技術等の高度化開発を行う。 
TRU 廃棄物の地層処分については、前述の通り原子力委員会等により、主に経済性の観点

から、高レベル放射性廃棄物との併置処分の妥当性について検討すべきとされている（図 11）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11．併置処分の概念図 
（一方の処分場が他方の処分場に与える影響因子として、熱、有機物、高 pH溶液、硝酸塩が挙げられ、
このうち も影響範囲の広い因子は硝酸塩であるとされた） 
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併置処分の成立性については、第 2次 TRUレポート等による検討では、図 11に示す相互影

響因子の広がりを考慮して、双方に影響が及ばない程度に離隔距離を設けて設置すればよい

とされている。TRU 廃棄物の地層処分に係る技術開発については、これらの検討を踏まえ、

高レベル放射性廃棄物に係る技術開発の先行的成果も取り込みながら、TRU 廃棄物固有核種

の閉じ込め技術、人工バリア材料の長期評価技術等の課題に重点的に取り組む。 
地層処分技術調査では、地層処分に共通的な地質環境調査技術に関する「地層処分共通技

術」、高レベル放射性廃棄物の処分の工学技術や安全評価に関する「高レベル放射性廃棄物処

分関連技術」及び TRU廃棄物の処分や安全評価を行うための「TRU廃棄物関連技術調査」の 3
つのカテゴリーに分類し、それぞれ以下のような内容で実施している。 
 
１）地層処分共通技術開発 

高レベル放射性廃棄物の処分地選定については、今後、文献調査、概要調査、精密調査

を経て平成 40年前後を目途に 終処分施設建設地の選定が行われる予定であり、そのため

の地質等調査技術のうち、特に概要調査と精密調査(前半)で必要となる地上からの調査評

価技術の高度化開発を行う。 
 

２）高レベル放射性廃棄物処分関連技術調査 
高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る重要な基盤技術として、様々な環境下における

人工バリア等の長期健全性評価技術、人工バリア及び周辺岩盤の性能評価技術の高度化開

発を行うとともに、処分場操業に必要なオーバーパックの溶接・検査及び廃棄体の搬送・

定置に関する遠隔操作技術等の開発を行う。 
 

３）TRU廃棄物処分関連技術調査 
地層処分対象の TRU 廃棄物に対し、TRU 廃棄物の処分施設において特に重要となる高ｐ

Ｈ地下水環境下での人工バリアの長期性能評価、TRU 廃棄物に固有に含まれるヨウ素

(I-129)の固定化技術、炭素(C-14)の移行挙動評価や閉じ込め技術、硝酸塩の影響評価技術

等の開発を行う。 
 
なお、本技術評価では、地層処分技術調査については組み替え後の平成 19年度以降のテー

マ単位を基準とし、以下のテーマごとに平成 18 年度～平成 21 年度に実施された技術開発事

業について評価を実施する。 
・ボーリング技術高度化開発 
・岩盤中地下水移行評価技術高度化開発 
・地質環境総合評価技術高度化開発 
・沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
・先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 
・処分システム化学影響評価高度化開発 
・処分システム工学要素技術高度化開発 
・人工バリア材料照射影響評価（平成 18 年度で終了したため、平成 18 年度のみ評価を実

施） 
・地下坑道施工技術高度化開発 
・人工バリア長期性能評価技術開発 
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・ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 
・硝酸塩処理・処分技術高度化開発 
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３－１－２－Ａ 政策的位置付け 
 
２－１－２で述べたように、経済産業省の施策である「核燃料サイクルの推進」の目的の

一つとして、本事業の目的である「放射性廃棄物処分対策」が明示的に示されており、プロ

グラムへの適合は明確である。 

 
 
３－１－３－Ａ 国の関与の必要性 

 
２－１－３で述べたように、原子力発電に伴って生じる放射性廃棄物の処分は、公益性が

極めて高く、国民全体の利益から見ても重要な課題である。また、地層処分には、安全確保

の長期性と処分事業の長期性という大きな特徴があり、その研究開発は、利益事業への直結

性や汎用技術への展開性に乏しいため、国の基盤研究開発への取り組みが一層求められてい

る領域である。また、本研究開発は、海外の原子力利用事業に協力する際の科学・技術資源

となるものであり、さらには未来型の大型大深度地下利用事業等にも活用されうるものであ

るために、国としても研究開発の役割を担い、先導性と継続性をもって基盤的な研究開発を

着実に進め、国民各層の理解を得つつ、わが国の処分計画の着実な進展のための技術基盤を

整備していくことが重要である。 
官民の役割分担についても、「原子力政策大綱」等に則り、研究開発を全体として計画的か

つ効率的に進めるため、本事業を担当する経済産業省、ＪＡＥＡによる地層処分研究開発を

管轄する文部科学省、地層処分実施主体であるＮＵＭＯ、規制官庁の原子力安全・保安院、

及び関連研究機関等が参加する「地層処分基盤研究開発調整会議」における調整のもとで全

体マネジメントを行っているところである。事業の実施者においては、大学等の有識者によ

る外部検討委員会を設けて事業を実施するとともに、調整会議においても目標の達成度や実

施の効率性、成果の技術的意義について適宜評価を行っており、事業の効率的な実施に努め

ているところである。 
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３－２－Ａ 研究開発目標 
３－２－１－Ａ 研究開発目標 

 
地層処分技術調査においては、国としての基盤研究開発の長期的かつ継続的な取り組み、

処分事業や安全規制の段階的展開、ＪＡＥＡ等の関連研究開発の計画等を念頭に、10～20年
程度の中長期的な視点と同時に、当面 5 年程度の短期的かつ具体的な視点をもって技術開発

の目標・計画を設定して展開している。特に、今後平成 20年代中頃よりサイト選定や処分概

念の具体化がなされていくことを想定して、幅広い地質環境を考慮したジェネリックな段階

から、サイトスペシフィックな段階への展開やそれに伴う処分概念の具体化に応じて、技術

の選択肢を用意するといった柔軟な対応が可能な技術基盤の整備に配慮して目標と計画を設

定している（図 9）。 

 
 
３－２－２－Ａ 全体の目標設定 

 
（１）ボーリング技術高度化開発 
本研究開発では、高レベル放射性廃棄物の地層処分地選定のための現地調査の効率的な実

施に資するために、特にボーリング掘削が困難な堆積性軟岩地域において、あらかじめ設定

された孔跡に沿って岩石コアを採取し方向性を制御しながらボーリング掘削を行い、かつ採

取したコアや孔内調査により地質環境特性に関する情報を取得できる、コントロールボーリ

ング掘削及び関連調査技術の開発を行うことを目的とする。 
中間評価時点までに、方向性を制御したボーリング掘削を可能にするとともに、主要な孔

内調査である透水・採水及び掘削時検層（LWD）の実用化を行う。 
 
（２）岩盤中地下水移行評価技術高度化開発 
高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全評価では、地下水によって放射性物質が処分施設

から 終的に人間環境に運ばれることを想定した「地下水シナリオ」が特に重要となる。本

研究開発では、この地下水シナリオに係る評価の信頼性向上に資するため、天然バリアであ

る岩盤中での地下水・核種移行挙動を明らかにする上で有効な調査評価技術として、地下水

年代測定に係る技術、海底地下水の湧出を探査する技術、及び岩盤中の物質移行特性を評価

する技術等の高度化開発を行うことを目的とする。 
地下水年代測定技術については、複数の測定手法により、数万年～百万年という比較的古

い地下水年代の評価を可能にする。海底地下水湧出探査技術については、平成 19年度までに、

海底での地下水の湧出点の探査や湧出水の水質等の探査を可能にする。岩盤中物質移行特性

評価については、トレーサ試験技術及びそれを補完する各種割れ目探査技術を整備し、原位

置試験を通じて、割れ目を含む岩盤中の物質移行特性データの取得を可能にする。 
 
（３）地質環境総合評価技術高度化開発 
地層処分においては、地下深部の地質構造や地下水流動といった地質環境特性や、地質環

境の長期安定性に関する情報を、地質環境調査によって把握するとともに、それらの長期的

な変遷も考慮しつつ処分システムの設計や安全評価に適切に提供されるようにすることが必

要である。本研究開発では、地層処分システムの設計や安全評価に資するためのデータや情
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報を適切かつ信頼性をもって提供するため、地質環境調査に関わる一連の作業を支援するこ

とができる地質環境総合評価システムを構築し、実用に資することを全体目標とする。 
 地質環境総合評価システムの開発にあたっては、処分地選定の各段階で行われる調査計画

の策定から結果の解釈・評価を経て処分システムの成立性等の検討に至るまでの一連の作業

プロセスを見据えて、ＪＡＥＡの深地層研究施設における研究開発成果、これまでに国内外

で実施されてきた地質環境調査評価の事例や、資源エネルギー庁の関連事業で実施されてき

た地質環境調査に関する手法やその適用性検討等の成果を活用しつつ、実践的・経験的に蓄

積された知識の分析・整理、集約を行う。これによって幅広い地質環境に適用可能で、段階

的に進められる調査によって得られる新たなデータを反映しながら調査計画を適宜 適化で

きるようにすることを目的とする。 
 中間評価時点においては、淡水域（陸域）・結晶質岩や、塩・淡水域（沿岸域）・堆積岩等、

わが国の多様な地質環境に対して適用可能な調査システムフローの検討を進める。さらに、

調査・評価上のノウハウ、品質管理、不確実性の取り扱いや作業に伴う様々な意思決定等の

背景情報を分析・整理する方法、及び、分析・整理した内容を 新の知識工学の技術により

エキスパートシステムとして具体化する方法を構築する。また、地質環境総合評価システム

の部分的な試作を通じて、こうした方法論の適用性を確認する。 

 
（４）沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
沿岸域は内陸に比べ現場調査例が極めて少なく、地層処分システムの安全評価方法にあた

り未解明の部分が多く残されている。特に塩水と淡水の交わる塩淡境界や断層は、天然バリ

アの評価に大きく影響する。本研究開発では地層処分における沿岸域の深部地質環境評価に

資するため、地下水研究と物理探査研究（主にボーリング調査や物理探査等の地上からの調

査研究）によって、気候や土地利用等が変化しても影響の及ばない長期的に安定した地下水

領域を把握するための手法開発を行う。同時に、地下水の滞留時間や将来的な停滞の可能性

並びに地下水の流動を誘発する潜在的な断層等の評価を実施する。これらの研究を実施する

中で、データベース情報を加味し、沿岸域に関する地質・地下水研究情報を体系化し、沿岸

域の地質環境の総合評価手法を構築する。 
 
（５）先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 
将来的な原子力の持続的利用を可能とするためには、高レベル放射性廃棄物、TRU 廃棄物

をはじめとした放射性廃棄物の包括的管理体系について検討しておくことが不可欠である。

本研究開発では、軽水炉サイクルシステムから高速増殖炉を含む先進サイクルシステムまで

を対象に、発生する廃棄物の特性や処分サイトの地質環境、社会的要求等に応じて柔軟に高

い安全性を確保することができる先進的な地層処分概念のオプションと、それらの特徴を適

切に捉える事が可能な性能評価技術の高度化開発を行う。さらに、安全性以外の技術的実現

性や社会的条件等を適切に反映した処分概念の 適化の方法論も含め、処分概念／性能評価

に係る一連の技術や情報を統合した技術体系を利用しやすい形で整備する。これらは、国際

協力も含めた先進サイクル等技術開発の具体的進展にも資するものであり、その重要性が高

い。 
 
（６）処分システム化学影響評価高度化開発 
高レベル放射性廃棄物の地層処分においては、天然バリアと人工バリアによって構築され
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る多重バリアシステムによる長期的な安全の確保がなされ、この処分システムの成立性や安

全性に係る信頼性を一層高めていくことが重要である。本研究開発では、地層処分システム

の工学設計や安全評価の信頼性向上に資することを目標として、処分システムの長期性能に

影響を及ぼす可能性がある要因のうち、放射線や微生物の影響、熱影響に伴うバリア間の複

合作用による化学的条件への影響に関する不確実性を低減させるため、試験研究等に基づく

調査・評価を行うとともに、化学的条件の不確実性を考慮した核種移行遅延パラメータの定

量的影響評価手法開発を行う。これらにより現実的な核種移行環境等の化学環境影響に係る

不確実性要因を対象として、定量的な影響評価技術等の高度化開発を行うことを目的として

いる。 
これらの目的を達成するために、具体的には、地層処分システムに係る長期評価において、

実際の地質環境条件やバリア材の共存条件といった現実的条件を想定した場合に考慮すべき

諸要因、特に化学環境影響に関連する諸要因のうち、①処分システム放射線影響、②処分シ

ステム微生物影響、③バリア複合化学環境影響について、現象理解研究とそれに基づく影響

評価手法の開発を行う。さらに、これらの影響要因への共通的な課題も念頭において、④処

分環境核種移行遅延要因影響として、現実的な処分環境を想定した核種移行遅延に係る現象

理解と評価手法の高度化開発を行うことを目標とする。以上の①～④のそれぞれの影響要因

について、既往の関連研究の成果も活用しつつ、課題整理と計画策定を行い、試験データの

取得等による現象理解、モデル開発やデータベース開発によって各要因の定量的な影響評価

手法を構築する。 
 

（７）処分システム工学要素技術高度化開発 
高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る工学技術に関しては、処分場の設計、建設、操業、

閉鎖等の技術や長期健全性評価技術を研究開発対象として、①科学的知見の拡充、②技術的

実現性の提示、③先進的新技術の導入による技術的信頼性・安全性の向上を目指した技術基

盤の強化を考慮して進める必要がある。第 2 次取りまとめ及びＮＵＭＯの公募関係資料「放

射性廃棄物の地層処分事業について 分冊－１．処分場の概要」にて示されている処分概念

に対し、工学技術の実現可能性を幅広く、定量的に示しておくことが、技術基盤の整備と事

業推進の支援として求められている。 
このような背景のもと、本研究開発では、地層処分に係る工学技術の信頼性や成立性等の

向上に資する技術基盤を確立することを目的として、処分場操業に係る遠隔操作技術、人工

バリアの品質等の評価技術及び処分システムの状況等をモニタリングする技術について、適

用性確認試験等を行い、技術選択肢の整備に向けた知見を取得する。 
 
（８）人工バリア材料照射影響評価  

本研究開発は、高レベル放射性廃棄物の地層処分における人工バリア材料であるガ

ラス、炭素鋼の放射線による劣化挙動について、放射線照射による材料の微視的構造変化で

ある照射欠陥の生成に関する測定データを蓄積するとともに理論計算手法を検証することで、

材料の寿命予測モデル構築のための基礎を確立することを目的とするものである。 
このような観点を踏まえ、放射線照射による材料の微視的構造変化の測定装置を整備し測

定試験を実施するとともに、理論計算を実施して寿命予測モデルに関する検討を行う。 
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（９）地下坑道施工技術高度化開発 
本研究開発の目的は、わが国の地下深部の地質環境の特徴を踏まえ、地層処分システムが

有する長期性能への影響を 小限に抑えることを念頭に、放射性廃棄物の地層処分場を建設•

操業する上で不可欠なグラウト（岩盤中の割れ目等の隙間に、支持力増大・漏水防止等のた

めに流動性の液体を注入すること）技術を体系的に構築することである。この目的に沿って

適切なグラウト材料や注入工法を開発し、室内試験レベルでの確認を経た後、原位置での試

験を通じたデモンストレーションを行うことにより技術の実用性を確認することを全体の目

標として掲げた。また、グラウトが充填され透水性が改善された地質環境の初期状態を出発

点に、グラウト材料が及ぼす影響の時間的空間的変遷を長期にわたって評価することができ

るモデル開発とデータ整備を行い、グラウト材料が及ぼす長期的な影響を定量的に評価する

手法を開発する。 
 

（１０）人工バリア長期性能評価技術開発 
TRU 廃棄物の処分方策については、処分施設設計の合理化や詳細化、性能評価の信頼性向

上等が課題として挙げられている。TRU 廃棄物の地層処分に必要な技術開発については、高

レベル放射性廃棄物処分の技術開発との整合を図りつつ、高レベル放射性廃棄物との併置処

分の技術的成立性をより確実にするための検討を含め、放射性廃棄物の地層処分事業のスケ

ジュールを考慮して進める必要がある。 
このような背景のもと、本研究開発は TRU 廃棄物の処分に係る人工バリアの長期性能評価

に関する課題の解決に取り組むものであり、人工バリア材の長期的な変質とそれに伴って生

じる強度や膨潤性等の力学特性及び拡散性や、透水性等の物質移行特性の変化（以下、人工

バリアの長期挙動という）及び金属の腐食等によって発生するガスの人工バリアにおける透

過特性、並びに透過挙動（以下、ガス移行の挙動という）の評価に対する理解を深め、人工

バリア性能評価に係る技術的信頼性の向上及び技術基盤の確立を目的とする。 
 
（１１）ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 
TRU廃棄物の地層処分においては、ヨウ素（I-129）及び炭素（C-14）が被ばく線量評価上

の重要核種となっているが、これは人工バリア材及び地質媒体への収着分配係数が小さく、

これらの核種の移行遅延効果が見込めないためである。そのため、地質環境（特に水理環境）

が良好でない地層に処分する場合には、処分場の性能が十分に発揮されない可能性があるこ

とから、これらの核種の影響の低減対策が重要課題として挙げられている。本研究開発では、

これら非収着性の核種の被ばく線量を低減することにより、幅広い地質環境に対して処分の

安全性が成立する代替技術を開発することを目的とする。 
 
（１２）硝酸塩処理・処分技術高度化開発 

核燃料サイクルにおける再処理の工程から発生する TRU廃棄物の中には、硝酸ナトリウム等

の硝酸塩を含むものが存在し、第 2次 TRUレポートによれば地層処分相当の硝酸塩量は約 3,250
トンとされる。高レベル放射性廃棄物との併置処分において、硝酸塩の溶出に伴う硝酸イオン

の地層内移行中の化学的変遷、すなわち還元挙動や、その生成物が高レベル放射性廃棄物に接

触したときの核種溶出や移行に及ぼす影響については、これまで評価されていなかった。した

がって、高い信頼性をもって併置処分の技術的成立性を提示するためには、 
① 地層中の硝酸塩の化学的な変遷過程の理解とその速度論的評価 
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② ①の知見を踏まえた、硝酸塩の化学的変遷物の核種移行パラメータ（溶解 
度及び人工バリアや岩盤に対する収着分配係数）への影響評価 

③ ①、②の評価モデルやデータを統合した硝酸塩影響評価システム 
をもって評価する必要がある。 

しかし、従来の研究では、①に関して、地層処分が想定される深度の地下環境における硝

酸塩の化学的変遷についてはほとんど知見がなく、②についても、硝酸イオンやその化学的

変遷物（亜硝酸やアンモニア）存在条件での核種溶解度や収着に関するデータは乏しく、よ

って、新規に取得する必要があった。このことは科学的に見て新規性に富む課題であるとい

える。 
また、概要調査以降具体的な地質環境条件が与えられ、上記③を用いて硝酸塩影響を評価

した場合に、処分の成立性を妨げる結果となることもありえる。そのような局面に対応する

ために、第 2 次 TRU レポート及び「TRU 廃棄物の地層処分研究開発に関する全体基本計画」

では、代替技術としての「硝酸塩分解技術」の必要性が示されている。このことを踏まえ、

本研究開発においては、再処理工程での廃液の段階での「硝酸塩除去技術」を開発する。こ

れによって、埋設処分する硝酸塩の絶対量を大幅に削減できるので、処理技術の面からも処

分の安全上の不確実性が低減可能となる。 
このような処理・処分が密接に連携した評価システム（図 12）が完成すれば、具体的地質

環境において廃棄可能な硝酸塩インベントリや、処理段階での合理的な処理量目標が設定可

能となり、 適な処分方策の立案に活用できる。よって実用性の観点から有益で経済的価値

が高い。 
以上を総合すると、本研究開発の全体研究開発目標は、TRU 廃棄物と高レベル放射性廃棄

物の併置処分の実現性を提示する科学技術基盤としての硝酸塩影響に係る処分の評価技術と

廃液中の硝酸塩の除去技術を併せて構築することである。 
 

廃棄物量・処理対象・処理効率
に基づきインベントリを設定

硝酸塩除去技術

処分側 処理側

処理及び処分の相補性
インベントリの低減により不確実性低減
処理目標の設定，処理目標の緩和・

硝酸塩処理効率等
の情報提示

処理目標の設定

硝酸塩影響評価システム

硝酸塩インベントリの安全性・
不確実性への影響の提示

 
図 12．硝酸塩処理・処分技術高度化開発における処分技術関連の研究と 

処理技術関連の研究の関係 
（硝酸塩が人工バリアや天然バリアに及ぼす影響を評価するための硝酸塩影響評価システムを構築し
つつ、処理側では放射性廃液等を対象に硝酸塩除去技術を確立する。これらは相互補完的関係にある） 
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３－２－３－Ａ 個別要素技術の目標設定 
 
各テーマの要素技術ごとの開発目標と目標水準、及びその設定理由を表 1～11に示す。 

 
表 1．個別要素技術の目標（ボーリング技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

コントロール掘

削技術 
堆積性軟岩をはじめとする

ボーリング掘削が困難な地質

を対象に、コア採取と同時に

方向性を制御して、孔長

1,000m、深さ 500m程度で、孔

底で水平となる掘削技術を開

発する。 

堆積性軟岩地域の断層破

砕帯を対象に当初計画した

孔跡に沿ってコントロール

掘削を行い、孔長 800mの孔

井を掘削する。 

土木業界ではコア採取、調査は

可能であるが鉛直方向の掘削が

ほとんどである。一方、石油業界

では方向性は制御可能であるが、

ノンコアでかつ限られた調査の

みの技術が存在している。本研究

開発ではこれらの長所を統合化

して効率的な掘削、調査を可能と

する。本研究開発は掘削が困難な

堆積性軟岩を対象としており、地

層処分対象深度（300m以深）をカ

バーする形状掘削を可能とする。 

孔内測定・調査

技術 
孔内において、概要調査に必

要とされる地質環境特性を取

得するための測定、調査技術

を開発する。 

孔内調査として、透水・採

水、LWDを現地掘削、調査に

適用させる。力学、応力統合

装置のプロトタイプを試作

する。モニタリング技術につ

いてはフルホールのケーシ

ングに裸管区間を作成（拡管

→ケーシング切断→ケーシ

ング引上げ→拡管）する手法

を模擬孔で確認する。孔井を

利用したトモグラフィー（断

層映像法）の装置を試作す

る。 

地質・地質構造、水理特性、地

化学特性、物理・力学特性、初期

地圧等概要調査等で必要性が見

込まれる評価項目をおおむね網

羅している。 

 
表 2．個別要素技術の目標（岩盤中地下水移行評価技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

地下水年代測定技術調査 
評価技術の開発 
 

数万年～百万年を評価でき

る地下水年代測定法について、

国内サイトに適用できるよう

に複数の方法を整備する。ま

た、水理的・地化学的に地下水

年代測定結果の妥当性を検証

する方法を整備する。 

数万年～百万年の地下水

年代測定法について、国内へ

の適用性を考慮して絞り込

みを行い、採取方法・測定方

法を整備する。さらに、水理

的に地下水の滞留性を評価

する方法、地化学的な影響を

評価する方法を提示する。 

地層処分の安全評価では地下水

流速が重要であるが、従来技術で

は数万年～百万年といったオーダ

ーの滞留時間を推定するには信頼

性が十分ではなかった。この地下

水年代測定の信頼性向上を図るた

めには、複数の地下水年代測定法

の相互比較による妥当性、水理

的・地化学的な観点での妥当性を

示す必要がある。 
国内への適用性

検討 
国内サイトにおいて地下水

年代が適切に評価できること

を複数の地下水年代測定結果

の整合性、水理的・地化学的な

検討結果との整合性から実証

する。 

日本の代表的な地層であ

る花崗岩(岐阜県瑞浪市)・堆

積岩(北海道幌延町)等にお

いて、地下水年代の調査を行

い、その適用性を確認する。 

地下水年代測定法を国内に適用

し、非常に滞留性が低いことや、

適切に地下水年代を評価できるこ

とを示せれば、地層処分場選定調

査地域における地下水流速の評価

の信頼性向上につながる。 
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海底地下水湧出探査技術高度化調査 
探査手法の開発 実際の海域で適用可能な海

底地下水湧出探査機器を開発

する。 

（H19年度で終了） 
 

処分場が海岸付近に位置する場

合、処分場を通過した地下水は沿

岸海底下に湧出する可能性が高い

ため、湧出点を検出し、湧出量や

水質等を原位置で計測する技術の

開発が必要である。 

調査フローの検

討 
開発した手法を含む海底地

下水湧出探査全体のフローを

提示する。 

（H19年度で終了） 
 

既存の沿岸域を想定した調査・

評価体系においては、海底地下水

湧出現象の調査・評価手法は考慮

されていないため、海底地下水湧

出探査の体系化が必要である。 

岩盤中物質移行特性評価技術 
原位置トレーサ

試験技術 
岩盤を対象として、収着性物

質の使用も可能な原位置トレ

ーサ試験技術の有効性を、原位

置において実証する。 

岩盤を対象として、収着性

物質の使用も可能な原位置

トレーサ試験装置を試作す

る。また、原位置トレーサ試

験結果から溶質移行パラメ

ータ（割れ目開口幅や分散

長）を同定する手法を開発す

る。 

地層処分の性能評価に資するた

め、岩盤の溶質移行特性を評価す

るには、原位置で実際に溶質の移

行速度を計測することが極めて

有効である。そのため、岩盤を対

象とし収着性物質の使用も可能

な原位置トレーサ試験技術の確

立が必要となる。 

各種割れ目探査

技術 
ボーリング孔間の割れ目特

性を調査する各種探査技術（溶

存ラドン濃度計測による開口

幅調査、高粘性流体注入による

割れ目内流動形態調査、音響ト

モグラフィー法による割れ目

分布調査）の有効性を原位置に

おいて実証する。 

ボーリング孔間の割れ目

特性を調査する各種探査技

術（溶存ラドン濃度計測によ

る開口幅調査、高粘性流体注

入による割れ目内流動形態

調査、音響トモグラフィー法

による割れ目分布調査）を開

発し、原位置試験装置を試作

する。 

溶質は主に岩盤内の割れ目を地

下水とともに移行していくため、

割れ目の分布、幾何形状が核種の

移行に大きく影響する。したがっ

て、従来技術では困難なボーリン

グ孔間の割れ目の分布・幾何特性

の把握を可能とする技術の開発も

重要となる。 

 
表 3．個別要素技術の目標（地質環境総合評価技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

地質環境調査に

関わる知識の表

出化手法の開発 

事例調査に基づき、地質環境

調査計画の策定から結果の解

釈・評価を経て処分システムの

成立性等の検討に至る一連の

作業プロセスについて、 新の

知識工学の技術を活用し、デー

タや情報の取り扱い、実際の経

験に基づく調査・評価上のノウ

ハウ、品質管理、不確実性の取

扱い、様々な意思決定等を知識

として表出化するための手法

を開発する。 

調査システムフロー等地

質環境調査に関する手法や

深地層の研究施設計画等国

内外で実施された地質環境

調査評価事例を活用して、調

査・評価上のノウハウ、品質

管理、不確実性の取り扱いや

作業に伴う様々な意思決定

等の背景情報を分析・整理

し、知識として利用するため

の基本的方法論を構築し、そ

の適用可能性を例示的に示

す。 

地質環境調査には経験を積ん

だ専門家の有するノウハウや判

断プロセスが重要となる。これら

を知識として共通的に利用でき

るようにすることは、追跡性と透

明性の高い、効率的な地質環境調

査を実施する上で不可欠である。 
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次世代型サイト

特性調査情報統

合システム（Ｉ

ＳＩＳ）の開発 

上記手法を適用して、知識を

新の知識工学の技術を活用

しながらエキスパートシステ

ムとして具現化することによ

り、 調査結果の品質確保や調

査・評価の進め方等に関する判

断・意思決定を支援し、これら

を関係専門家間等で共有する

ためのコミュニケーション機

能を備えた、次世代型の地質環

境総合評価システム（次世代型

サイト特性調査情報統合シス

テム：ＩＳＩＳ）を構築し、実

用に資する。 
開発するＩＳＩＳは、幅広い

地質環境に適用できるように

するとともに、長期にわたる事

業の間に段階的に進められる

調査で得られる新たなデータ

を踏まえて、適宜調査計画を

適化することが可能なものと

する。 

淡水域（陸域）・結晶質岩

や、塩・淡水域（沿岸域）・

堆積岩等わが国の多様な地

質環境に対して適用可能と

なるよう、ＩＳＩＳの要素技

術について、プロトタイプの

試作を行う。また、上記で分

析・整理した結果を 新の知

識工学の技術の活用による

ルールベース化及び事例ベ

ース化の作業を通じて、エキ

スパートシステムを作成す

るための方法論を構築する。

さらにＩＳＩＳの基本要件、

全体構成を明らかにする。 

地質環境調査評価計画を追跡

性と透明性をもって効率的に立

案・実施するためには、一連の作

業に関する専門家のノウハウ等

をエキスパートシステムによっ

て体系的に利用可能とし、調査結

果の品質確保や調査・評価の進め

方等に関する判断・意思決定を支

援するとともに、これらを関係専

門家間等で共有するためのコミ

ュニケーションを促進できるシ

ステムの構築が必要である。 
また、段階的に進められる処分

事業の進展に応じて必要なデー

タや情報を適切に取得していく

ことができるよう、状況に応じて

地質環境調査を常に 適なもの

として適合させていくことが重

要である。さらに、長期にわたる

事業の間に得られる新たな知見

を常に反映した評価を可能とす

る体系的な技術の開発が不可欠

である。 

 
表 4．個別要素技術の目標（沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

塩淡境界／地下

水総合評価 
沿岸域において、大深度のパ

イロット孔及び海に向かって

の調査斜孔を掘削し、それに係

る分析・試験等によって、本地

域の地質構造、塩淡境界、地下

水の不動領域（海水準変動によ

って動かない領域）の把握、そ

して地下水の長期的な流動・滞

留状況を評価する。また、これ

によって得られた成果を広域

地下水流動シミュレーション

の結果や物理探査結果と比較

し、調査技術の高度化に利用す

る。 

約 1,200ｍ深を目標とした

パイロット孔の掘削を開始

し、平成 21年度に約 700m深
まで掘進するととともに間

隙水水質調査、簡易揚水試験

等を行い、地下水流動シミュ

レーション結果や物理探査

結果との整合性を評価する

ための基礎データを導く。さ

らに補足のボーリング孔を

掘削し、弾性波及び比抵抗ト

モグラフィー試験をはじめ

とする試験を行う。塩淡境界

の分布とその決定要因、そし

て環境変化に起因する塩淡

境界の形状変化等に関する

知見を得るための広域地下

水流動解析を行う。 

地層処分システムの安全評価に

必要な沿岸域の地質環境データを

取得するには、複数の調査手法の

組み合わせによる体系的な調査が

不可欠である。本研究開発では、

調査の経済性を考慮し、パイロッ

ト孔を多方面に利用するよう計画

を策定している。平成 20年度はト

モグラフィー試験等に用いられ、

平成 22 年度の掘削完了までは地

質、地下水環境を把握するためコ

ア採取及び簡易水理試験が行われ

る。その後は、水理試験によって

地下水の不動領域を把握するため

の観測井として用いられる。 

沿岸域地質構造

／断層評価技術 
物理探査法にて沿岸域の断

層構造や塩淡境界を解析する

ためには、浅海域の物理探査技

術の開発・整備を行い、陸海を

統合する調査解析手法を開発

する必要がある。本研究開発で

は、各種物理探査技術の沿岸域

への適用を行い、それらの計測

手法の問題点を抽出して改良

を加えるとともに、解析手法の

高度化を行う。また地質構造や

断層構造だけでなく地下水塩

沿岸域を含めた周辺広域

にて広域電磁探査、高密度電

磁探査、反射法地震探査、浅

層Ｓ波反射法、海底電磁探査

を行う。それらの探査データ

を合わせて 2次元解析、3次
元解析を行い、詳細な地質構

造を明らかにする。同時に、

各探査手法の適用性や課題

について評価し、沿岸域調査

に適した機器の改良を行う。

さらに、平成 21 年度には、

沿岸域における物理探査の適用

性を評価するために、複数の手法

を用いた調査を行う。広域調査は

地質の基礎データ作成のために行

われ、その成果は広域地下水流動

解析にも用いられる。なお、平成

19 年度と平成 20 年度では適用し

た手法の一部が異なっており、平

成 21 年度にそれらのデータの再

評価を行う必要があった。 
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分濃度や透水性に関する情報

についても抽出を試みる。 
前年度までに得られた物理

探査データを再評価する。 
関連データベー

ス（DB） 
塩淡境界／地下水総合評価

や沿岸域地質構造／断層評価

との関連を念頭に、既存の全国

規模での情報を活用して、①沿

岸域地質・断層データベース

（DB）、②深部岩石・地下水 DB
を整備する。さらに、これらを

互いにリンクさせ、処分事業に

向けてカスタマイズした統合

化 DBを構築する。 

国の関係機関等がこれま

でに実施した沿岸域調査情

報を収集し、その調査範囲、

調査内容、データの種類等を

DBとして整理する。さらに①

については調査手法の違い

に起因する沿岸域データの

不連続性の評価、②について

は岩石水反応試験を実施し、

データの拡充に努める。 

構築される DB は本研究開発で

得られた成果を実際の処分事業で

効率的に利用するためだけでな

く、地下水資源の把握、地質構造

の把握等様々な用途に用いること

ができる。現在、既存の DBを再整

理が終了し、処分事業に必要と考

えられるデータを実験等よって拡

充している。これらの成果は広域

地下水シミュレーションに反映す

るとともに、沿岸域における解析

ノウハウとしても蓄積される。 

 
表 5．個別要素技術の目標（先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

先進的地層処分

概念の開発 
放射性廃棄物の特性や処分

サイトの地質環境、社会的条件

等に応じた処分概念を柔軟に

創出し、その適合性等の評価を

支援するための技術を体系的

に整備するとともに、これに基

づき処分概念に関する情報を

データベースとして提示する。 

種々の処分概念の特徴や

与えられた地質環境条件、社

会的条件等に対する長所・短

所等を包括的に把握する方

法、これに基づいて個々の処

分概念の与えられた条件に

対する適用性等の評価を支

援する方策を提示する。ま

た、必要に応じて新たな概念

を創出する方法を提示する

とともに、それら方策の実現

可能性も併せて示す。 
処分概念に係る情報及び

その分析結果を管理するた

めのデータベースの機能設

計を提示するとともに機能

の確認を行う。 

公募によるサイト選定等様々な

地質環境条件、社会的条件等を勘

案して処分事業を適切に進めるた

めには、閉鎖後の長期安全性はも

とより、操業時安全性や環境影響

に配慮した技術的に実現可能な処

分概念オプションの整備・拡充・

高度化を行うことによって処分事

業の柔軟性を確保することが重要

であり、それを支援する技術の整

備、及び処分概念に関する多種多

様な情報の体系的な整備を行うこ

とが不可欠である。 

性能評価技術／

処分概念 適化

技術の開発 

与えられた地質環境条件、社

会条件等に対応した処分概念

の特徴を現実的に表現するこ

とによって、その処分概念が有

する長期的安全性能を適切に

評価することができ、処分概念

オプション間の比較を可能と

するような性能評価技術の高

度化開発を行うとともに、関連

する情報と併せて体系的に整

備する。これらは、長い処分事

業の期間の中での一般的な科

学技術の進展等を適宜反映し

て信頼性を恒常的に高めてい

くための方法論を内在する技

術とし、様々な要件に対して処

分概念の 適化や意思決定を

支援するものとする。 

処分システムの性能評価

に係るモデルや計算コード

の 新情報の調査・整理、及

びそれらの統合と利用支援

のための方策を提示すると

ともに、その方策の実現可能

性を確認する。また、性能評

価上重要となり得る課題の

抽出とその解決案を提示す

るための方策を提示し、その

方策の実現可能性を示す。 
適化技術については、核

燃料サイクルとの関係も考

慮した処分概念 適化問題

の考え方、適用可能な 適化

手法を提示する。 

多様な地質環境や社会的条件に

応じた種々の処分概念オプション

について、その特徴を現実的に表

現して性能評価を行うためには、

対象とする地層処分システムの特

徴や振る舞いを評価対象となる時

間・空間スケールにわたって整合

的に考慮することを可能とする統

合的な性能評価手法を整備するこ

とが不可欠である。 
また、処分事業の期間を通じて

蓄積され詳細化される地質環境情

報や社会的な条件の変化、科学技

術の進歩等に対応して課題を明確

にし、自律的に性能評価の信頼性

を高めていくための仕組みを構築

しておくことが重要である。 
処分概念の開発を進めていくた

めには、こうした性能評価技術と

の関連を念頭において、様々な要

件に関するトレードオフを検討

し、処分概念の 適化・意思決定

を行う必要があり、これを支援す
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るための技術を開発することが不

可欠である。 
先進サイクルシ

ステムに対応し

た処分概念／性

能評価技術の開

発 

将来導入が考えられている

高速増殖炉を含む先進サイク

ルからの放射性廃棄物に対す

る、廃棄物特性に関する情報と

定量化ツールの統合、これらに

対応するための処分概念や性

能評価技術の適用性の向上、及

び種々のサイクルシステム全

体を視野に入れた 適化問題

の設定と解法といった課題の

それぞれについて、関連する技

術と情報を体系的に整備する。

さらに、一連の技術要素を統合

し技術体系として整備する。 

先進サイクルからの放射

性廃棄物の特徴を処分の観

点から分析評価し、特性に関

連する定量的な評価手法／

ツールの基本設計を提示す

るとともに機能の確認を行

う。先進サイクルへの処分概

念、性能評価技術の適用可能

範囲を検討するための方策、

及び 適化検討の基本的な

アプローチを提示する。さら

に､一連の技術要素の統合に

必要な要件を提示する。 

原子力の持続的利用を可能にす

るための包括的な廃棄物管理体系

に係る検討を進めるためには、将

来において想定される先進サイク

ルシステムから発生すると考えら

れる放射性廃棄物の特徴を分析評

価するとともに、それら廃棄物に

対しても適用可能な処分概念／性

能評価技術を開発することが必要

となる。また、種々のサイクルシ

ステム全体を視野に入れた 適化

検討を行えるように整備するとと

もに、各要素技術で開発される複

数の技術とデータベースを連携し

て利用できるように整備すること

が不可欠である。 

 
表 6．個別要素技術の目標（処分システム化学影響評価高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

放射線影響評価 
1)人工バリアへ

の放射線影響評

価手法  
 

放射線による人工バリア材

料の性能に対する影響を明ら

かにし、その程度を評価できる

モデルを開発する。 

地下水のγ線分解がオー

バーパック（炭素鋼）腐食へ

及ぼす影響に対する緩衝材

の抑制作用の機構を解明す

る。 

平成 17年度までの調査により、

緩衝材中では炭素鋼腐食へのγ線

照射の影響が抑制されることが見

出された。この機構を解明してモ

デル化することにより、オーバー

パックの放射線遮蔽厚さの設定の

合理化に寄与すると期待される。 
2)核種移行への

放射線影響評価

手法  
 
 

放射線による地下水中の成

分組成への影響やそれに伴う

核種移行への影響が評価でき

るモデルを開発する。 

地下水の α 線分解による

処分場の化学環境（主に酸化

還元環境）変化が核種移行に

与える影響の概括的な評価

手法を提示する。 

第 2 次取りまとめでは、地下水

の放射線分解の影響について、生

成するラジカルの影響は還元剤と

して作用する鉄が過剰量存在する

ため無視し得るとしているが、反

応拡散過程を具体的に検討してモ

デル化し影響を定量的に評価する

ことにより、当該事象のシナリオ

上の重要度判断の信頼性向上が期

待できる。 
処分システム微

生物影響調査 
1)微生物特性評

価手法の開発・

改良  

微生物活動が地層処分シス

テムに及ぼす影響を評価する

モデルを構築するため、微生物

量の定量評価手法、微生物の活

性評価手法を提示し、必要なパ

ラメータについては既存の報

告値を整理しデータベースと

して整備する。 

深部地質環境に生息する

微生物代謝群の定量評価手

法・活性評価手法を開発す

る。また、既存の文献から微

生物増殖に関するパラメー

タの抽出を行い、データベー

スを構築する。これらを通じ

て、プロトタイプの微生物影

響評価モデルに利用する微

生物パラメータの提供につ

いて具体的な方針を示す。 

深部地質環境における微生物特

性評価手法を総合的に検討した事

例は無く、 適な手法を明確にす

る意義は大きい。また、微生物影

響評価モデルを構築する上で、各

種パラメータの設定方法を解決す

るため、微生物特性データ取得方

法の開発や微生物増殖に関するデ

ータベースを整備する必要があ

る。 
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2)微生物影響評

価手法の開発 
処分システムの性能に影響

を与える微生物要因を抽出し、

その重要度を整理する。 
上記 1)の成果を考慮しつ

つ、地下水中の Eh変化、pH変
化等に対して微生物影響が示

せるコード、データを整備し、

地下水組成変遷評価、核種移行

評価について微生物影響を考

慮した定量的評価を行う。 

処分システムの性能に影

響を与える微生物要因の抽

出とその重要度を評価する。 
また、微生物による深部地

質環境の変化や核種移行へ

の微生物影響に関して、地球

化学反応、微生物活動及び物

質移行を考慮した定量的評

価モデルの開発・改良を行

う。 

これまで、深部地質環境におけ

る地下水化学に対する微生物活動

について定量化するための手法が

確立されていなかった。そこで、

微生物活動を定量的に評価するた

めの手法の開発・改良を行う必要

がある。  

バリア複合化学

環境影響調査 
1)塩濃縮・析出

現象評価技術の

開発  
 

海水環境・高温環境下におい

てオーバーパック近傍で発生

可能性が想定される塩の濃

縮・析出現象について、熱－水

－応力－化学連成解析モデル

の適用性を確認するし、 適な

塩濃縮数値実験手法を提示す

る。 

塩濃縮・析出現象の実験に

よる現象理解を進めつつ、緩

衝材中の連成プロセスの定

量化に資する数値モデルを

開発する。 
廃棄体からの発熱による

温度勾配が生じた不飽和緩

衝材中で生じる塩濃縮・析出

現象の定量化に見通しを得

る。 

塩濃縮・析出現象に関する研究

例が国内外を通じて少ないことに

加 え 、 同 現 象 が FEP （ 特 性

（Feature）、出来事（Event）、過

程・経過（Process））から除外さ

れた事象であることから、FEP 選

択の妥当性を検証する必要があ

る。そのため、塩濃縮に関する実

験事実の蓄積と長期的評価が可能

となるモデル開発の意義は大き

い。 
2)高温環境下で

の人工バリア挙

動評価調査  

人工バリア性能保証の観点

から従来熱的制約条件とされ

ていた、100℃を超える環境で

のオーバーパックの腐食挙動

について、腐食試験データの拡

充と腐食メカニズムの検討を

行う。 

100℃超での主要な腐食シ

ナリオを推定し、炭素鋼の適

用性評価と概略的な寿命の

評価を行う。 
電気化学試験による不動

態化挙動の把握や浸漬試験

による腐食速度の測定及び

腐食モデルによる長期腐食

量を推定する。 

従来の基準では緩衝材の表面温

度が 100℃以下とされているが、

処分場選定や設計裕度の観点から

100℃以上でオーバーバックや緩

衝材への影響を検討することも不

確定要因を減じることになる。 

3)人工バリア相

互作用影響評価

調査 

オーバーパックと緩衝材が

共存する複合的な化学環境下

での緩衝材の長期変質挙動に

ついて、100℃を超える条件下

での腐食による緩衝材変質試

験や変質緩衝材の特性の整理

等を行い、長期変質挙動の定量

的評価手法を検討する。 
鉄－ベントナイト相互作用

に関する予測モデルとデータ

ベースを提示する。 

100℃超の二アフィールド

環境を想定し、鉄共存下にお

ける緩衝材の長期変質予測

及び定量的評価のための手

法を提示する。 
鉄-ベントナイト相互作用

に関する現象理解の向上、変

質評価手法の構築及び評価

の例示、変質に伴う特性変化

の知見を拡充する。 

処分環境核種移

行遅延要因影響

調査 
1)人工バリア中

の核種移行遅延

評価手法の開発 
 
2)天然バリア中

の核種移行遅延

評価手法の開発 
 

性能評価上の重要元素の圧

縮ベントナイト（緩衝材）や岩

石中の収着・拡散現象につい

て、標準的なデータ取得手法の

提示を念頭に、各種試験手法を

用いた実験データの拡充や信

頼性評価、現象論的モデルとモ

デル基本定数等のデータベー

ス開発、有機物、セメント高ア

ルカリ水が天然バリア中の核

種の収着拡散に及ぼす影響を

評価する。これらを通じ、圧密

体中の核種移行パラメータの

実験的取得に関する標準的手

法、モデルによる評価手法、有

機物や高アルカリ水による影

響評価手法を提示し、性能評価

基盤の信頼性向上を図る。 

圧縮ベントナイト及び岩

石中の重要核種の移行遅延

データ取得を行い、標準的な

データ取得法のプロトタイ

プを提示する。これらのデー

タも活用し、特に圧縮ベント

ナイトを対象とした現象論

的モデルとデータベースの

プロトタイプを提示する。 
有機物影響を評価する錯

形成モデル及びデータベー

スを構築する。また、セメン

ト高アルカリ水環境におけ

る代表的核種の収着拡散影

響の基礎データを取得し、そ

の影響を概略的に把握する。 

圧縮ベントナイトや圧密岩石に

おける遅延性能パラメータの実験

的取得手法及びモデル評価手法

は、特に圧密系での多様な核種と

環境条件での評価の観点で、十分

には確立されておらず、信頼性の

高い手法の構築が重要な課題であ

る。 
有機物やセメント高アルカリ水

が核種移行に及ぼす不確実性要

因・不確実性の幅と裏付けとなる

データが不足している上、評価モ

デル及び評価方法は整備されてい

ない。そのためデータ取得や評価

モデル・手法の整備が必要である。 
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表 7．個別要素技術の目標（処分システム工学要素技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

遠隔操作技術高

度化開発 
操業の中心となる遠隔操作

技術（遠隔溶接・検査技術及び

遠隔搬送・定置技術）につい 
て、長期健全性への影響も考慮

した人工バリアの設計や品質

の視点を含めた操業システム

の成立性と技術オプションを

提示する。処分事業実施主体の

利用のしやすさを想定した透

明性及び追跡性が備わった技

術選択肢（技術メニュー）を整

備する。 

・オーバーパックの遠隔溶接

・検査技術、及びオーバーパ

ックと緩衝材等の遠隔搬送

・定置技術について、技術調

査、適用性確認試験等の実施

により、適用性評価に向けた

データを取得する。 
・要素技術の適用性や技術到

達度を提示する幅広い技術

選択肢（技術メニュー）を整

備する。 
・操業システムの成立性と技

術オプションの提示が行わ

れている。 

処分場の操業は、放射線安全並

びに操業安全の観点から、その多

くが遠隔操作になると考えられる

。中でも操業における中核技術で

あるオーバーパックの溶接・検査

、及びオーバーパックと緩衝材等

の搬送・定置の各技術については

、遠隔操作技術の成立性、適用性

、適用条件等を幅広く定量的に評

価、提示することが求められてい

る。 

人工バリア品質

評価技術の開発 
オーバーパック溶接部の品

質評価技術に関しては、溶接部

の短期的な腐食挙動から長期

健全性を評価した上で、実現可

能性が見込める範囲で、信頼性

のある 適な溶接技術及び適

切な材料選定のオプションを

提示する。さらに、溶接部残留

応力の低減手法案を提示する。 
緩衝材の品質評価技術に関

しては、施工品質（密度差、隙

間等）が再冠水時の現象（膨潤

挙動等）に及ぼす影響等を試験

により明らかにし、定量的な評

価を行うとともに、緩衝材の設

計や品質及び搬送・定置技術へ

の判断基準を提示する。 

・オーバーパック溶接部の品

質評価技術に関しては、 
①溶接部の腐食挙動につい

て、実環境を想定した実験室

規模の腐食試験によって評

価する。 
②溶接部特有の腐食挙動及

び問題点を抽出する。 
③抽出された問題に対し、実

現可能な対策及び代替案の

提示も含めた長期健全性確

保のための方向付けを行う。 
④溶接部残留応力の評価手

法を提示する。 
・緩衝材の品質評価技術に関

しては、施工品質（密度差、

隙間等）が再冠水時の現象（

膨潤挙動等）に及ぼす影響等

を試験により明らかにする

ための試験計画を立案でき

る。 

第 2 次取りまとめ以後の課題

として、溶接部の健全性評価の必

要性が挙げられている。溶接部や

その熱影響部に対する腐食試験、

機械試験及び残留応力等の評価を

実施し、健全性に関わる因子を体

系的に定量化し提示することは、

処分システムの成立性を保障する

上で極めて重要である。 
また、緩衝材の品質評価技術に

関しては、定置後の再冠水時に緩

衝材に発生する事象の経時的な定

量化が未だ不十分である。そのた

め、建設・操業・閉鎖の影響を踏

まえた、緩衝材内への地下水浸潤

による再冠水時の現象についてデ

ータを取得し、定量的評価を行い

、緩衝材の設計や品質並びに搬送

・定置技術への判断基準を示すこ

とが必要である。 

モニタリング技

術の開発 
地層処分実施主体等が策定

するモニタリング計画に資す

る判断材料として、国内の規制

の動向や国外での 新の研究

成果を踏まえ、サイト調査前か

ら 終閉鎖後の各段階でのモ

ニタリングの役割を整理する。 
透明性・追跡性を有するモニ

タリング技術メニューを整備

する（モニタリングに共通的・

中核的な要素技術の適用性に

関する知見も含む）。 

・各関係機関が策定するモニ

タリング計画に資する判断

材料として、国内外の動向を

踏まえ、モニタリングの意義

が整理されている。 
・透明性・追跡性等を有する

モニタリング技術メニュー

の整備に向け、ITシステムの

枠組み及び基礎データが整

備されている。 
・さらに、モニタリングに共

通的・中核的な要素技術のフ

ィージビリティを確認する

ことと、適用性向上に向け、

技術開発課題を抽出・整理で

きている。 

地層処分事業の信頼性向上に向

け、事業者、安全規制機関、地方

自治体等の様々なユーザーが、多

様な目的を念頭に置いて地層処分

モニタリングを実施することが考

えられる。そのため、将来各ユー

ザーのモニタリング計画立案に資

するためには、国内の規制動向や

国外での 新の研究成果を踏まえ

、サイト調査前から 終閉鎖後の

各段階でのモニタリングの役割が

整理されていることと、透明性・

追跡性等を有するモニタリング技

術メニューが整備されていること

が必要となっている。 
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表 8．個別要素技術の目標（人工バリア材料照射影響評価） 
要素技術 目標・指標（事後評価時点） 設定理由・根拠等 

人工バリア材料の放射線照射に

よる微視的構造変化に関する測

定データの蓄積 

ナノサイズの組織観察を可能と

する陽電子消滅法等について各種

の測定装置を整備する。また、人

工バリア材料である炭素鋼とガラ

スを念頭にしたモデル合金及びモ

デルガラスを対象として、陽電子

消滅法と 3 次元アトムプローブ法

により、放射線照射によるナノサ

イズの照射誘起析出物を観察し、

これら材料の微視的構造変化の測

定データを蓄積する。 

これまで材料の放射線照射損傷評価

は機械特性の変化を測定して破壊力学

的手法に基づく現象論的な予測が行わ

れてきた。地層処分に特有な長期性の

観点からは、照射脆化のメカニズムに

基づく健全性評価が求められる。近年、

軽水炉の高経年化対策においても照射

脆化メカニズムの理解に基づいた評価

法が導入されている。 

照射損傷に関する理論計算結果

と測定データの比較及び計算結

果の検証に基づく材料の長期寿

命予測モデルの基礎構築 

炭素鋼についてナノサイズの照

射誘起析出物の生成現象につい

て、析出物核形成理論に基づく

Numerical 模型シミュレーション

を実施し、測定結果との比較を通

してシミュレーション手法の有効

性を提示する。 

地層処分では、現象に即したモデル

を構築し、解析によって将来起こり得

る現象を予測することが安全性評価の

手法の大きな特徴になっている。照射

損傷による材料の劣化についても地層

処分に特有な長期性観点から、理論計

算に基づく現象解明と寿命予測の手法

の構築が求められる。 

 
表 9．個別要素技術の目標（地下坑道施工技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

グラウト材料

及びグラウト

注入工法に係

る要素技術の

開発 

地層処分システムへの長期

にわたる影響を低減できる新

たなグラウト材料を開発す

る。 
地下深部で想定される高圧

の地下水環境に適用できるグ

ラウト注入工法と装置の開発

を行う。 

システムのバリア性能へ

の影響を 小限とするため

に pHを 11以下、かつ、高圧

の地下水環境においても必

要な止水性能を得るための

強度特性と、施工性が確保で

きる見通しのあるグラウト

材料の開発に着手する。 
高圧地下水環境（約 10MPa）

に対し注入が可能な機器装

置の組合せと施工方法を構

築し、室内試験レベルで確認

する。 
諸外国の専門家のレビュ

ーにより、本研究開発におけ

るアプローチの妥当性を確

認する。 

地下深部に建設する地層処分施

設には、従来の地下構造物よりも

高圧耐久性能が要求されるととも

に、施工性の観点から岩盤の透水

性の改良が要求される。また、超

長期にわたる影響の低減のため、

材料の低アルカリ化が重要である

。 

原位置適用性

試験 
原位置において上記要素技

術を体系的に組み合わせた試

験を行い、その実用性を実証

する。 
グラウト浸透モデルの開発

を行う。 

既存技術によるグラウト

効果確認のための調査を原

位置において実施する。 
開発したグラウト材料と

施工方法の実証を原位置に

て確認するための試験計画

を策定するとともに、地下研

究施設を用いてその適用性

を確認する。 
数値モデルに基づくグラ

ウト浸透モデルを用いた注

入管理の新しい概念とその

枠組みを構築する。 

原位置試験の準備及び既存技術

によるグラウト効果確認の実証。

グラウト浸透モデルを用いたグラ

ウト注入管理を行うことにより，

グラウト材料による長期影響評価

を行ううえでの初期状態とセメン

ト量を推定することに資する。 

グラウト影響

評価技術の開

発 

グラウト材料によるバリア

性能への長期的な影響評価を

行ううえでの地球化学解析手

地層処分システムの閉鎖

後の長期安全評価に結びつ

ける観点から、グラウト材か

亀裂周辺の岩盤劣化評価は原位

置適用性試験で確証することが困

難であるが、安全評価上不可欠と
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法を開発する。 らの高アルカリ成分がバリ

ア性能に及ぼす長期影響を

評価するための基本的な枠

組みを構築する。 

なるため、新たなグラウト影響評

価技術を開発する必要がある。 

 
表 10．個別要素技術の目標（人工バリア長期性能評価技術開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

人工バリアの

長期挙動の評

価 
 

① 材料及び処分環境の多様性

に対応したセメント系材料、ベ

ントナイト系材料、及びそれら

の相互影響による化学的変化

を調査し、解析から予測される

構成鉱物の変化や生成する二

次鉱物の有無を確認する。ま

た、人工バリアの変質に伴い力

学、物質移行特性の変化が大き

いパラメータを体系的に整理

する。 
② 上記①で得られたデータを

活用し、人工バリアの変質解析

条件として現実的なデータを

設定し、解析評価の不確実性の

低減を図る。また、人工バリア

の変質に伴う力学、物質移動モ

デルやその解析手法を検討す

るとともに、人工バリアの長期

性能評価における化学及び力

学、物質移動に関する連成解析

において考慮すべき現象、デー

タを設定し、それらの連成解析

手法を構築する。 
③ 人工バリアの長期性能評価

において考慮すべき変質現象

や変質データ、変質シナリオ等

に関するデータベース（情報管

理システム）を作成する。また、

下記「ガス移行挙動の評価」に

おいて関連する事象（解析評価

に密接に関連するパラメータ）

を整理する。 

① 材料及び処分環境の多様

性を考慮したセメント系材

料、ベントナイト系材料、及

びそれらの相互影響による

化学的変化を調査し、解析か

ら予測される構成鉱物の変

化や生成する二次鉱物の有

無を確認する。また、人工バ

リアの変質に伴う力学、物質

移動特性の変化についても

試験的に調査する。 
② 上記①で得られたデータ

を活用し、人工バリアの変質

解析条件設定として、現実的

なデータを設定し、解析評価

の不確実性の低減を図る。ま

た、人工バリアの変質に伴う

力学、物質移動モデル化やそ

の解析手法を検討する。 
③ 人工バリアの長期性能評

価について、変質現象や変質

データ、変質シナリオ等に関

するデータベース（情報管理

システム）を作成する。 

第 2次 TRUレポートにおける人

工バリアの変質解析における未検

証の条件設定に対する現実的な設

定と、「TRU廃棄物の地層処分基盤

研究開発に関する全体基本計画」

において人工バリアの長期性能評

価の課題として挙げられている人

工バリアの変質、力学、物質移動

特性変化等に関するデータ取得や

モデル化、評価手法の構築が必要

である。 

ガス移行挙動

の評価 
① 人工バリアにおけるガスの

移行挙動に関し、工学規模の原

位置試験によって取得したデ

ータを体系的に整理するとと

もに、TRU廃棄物処分概念の観

点から解析手法における課題

を抽出する。 
② ベントナイト系材料の要素

レベルでのガス移行特性デー

タを取得する。また、寸法の異

なる数種類のカラム試験によ

って、ガス移行特性の寸法効果

に係る評価を行う。 
③ 要素試験及びカラム試験デ

ータによるガス移行評価モデ

ルの適用性の高度化、ガス移行

評価モデルへの処分施設の長

期変遷挙動の考慮方法に関す

① 工学規模の原位置試験に

よって取得したデータを体

系的に整理するとともに、

TRU廃棄物処分概念の観点か

ら解析手法における課題を

抽出する。 
② ベントナイト系材料の飽

和挙動の評価や、ガス移行特

性の寸法効果に係る評価を

行うための試験装置を設

計・製作し、予備試験によっ

て本試験における効率的な

データ取得に資するための

検討を行う。 
③ 実測データを用いたモデ

ル化手法及び解析コードの

検証、施設の長期変遷を考慮

したモデル化・解析手法の確

第 2次 TRUレポート及び調整会

議での議論では、緩衝材中の応力

連成を伴うガス移行を考慮した評

価モデルの開発が課題として提起

されている。このような課題を踏

まえ、TRU 廃棄物処分施設内で発

生する可能性があるガスを対象と

し、その移行に伴う人工バリアの

長期安定性の評価や性能評価にお

けるガス移行評価の不確実性の低

減を目指す。 
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る提案、及びガス移行挙動評価

モデル構築用基本データライ

ブラリのプロトタイプの構築

を行う。 
④ 性能評価の信頼性向上のた

め、ガス発生・移行に関するシ

ナリオの整理シートの作成、力

学連成を適用したガス発生・移

行に対する予備的安全評価を

行う。 

立に関する検討、及び基礎デ

ータの蓄積と基本データラ

イブラリに関する検討を実

施する。 
④ 施設の安全性評価の観点

から、施設の長期変遷過程に

焦点をあてたガス移行挙動

評価手法の構築に向けた検

討を実施する。 

 
表 11．個別要素技術の目標（ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

ヨウ素固定化処

理技術開発 
I-129を含む TRU廃棄物を固

定化した固化体からのヨウ素

の浸出データや固化体物性デ

ータを取得し、固化体の長期性

能評価モデルを構築するとと

もに、その検証を行う。 
固化体のヨウ素放出抑制能

に関する信頼性の高いデータ

を提示する。 
固化体の製造に必要な設備

のプロセスデータ及び実規模

固化体サイズと処理能力に関

するデータを取得し、経済性の

評価を行う。 
以上の調査した知見をベー

スに、固定化処理プロセスの実

用性、及び固化体のヨウ素放出

抑制能等の観点から有効なヨ

ウ素固定化技術を提示する。 

・各固化体についてヨウ素浸

出データや固化体物性デー

タを取得し、10万年以上の放

出期間について評価可能な

固化体の長期性能評価モデ

ルが提案されていること。 
・各固化体のヨウ素放出抑制

能に関する信頼性の高いデ

ータが提示されていること。 
・各固化体の固化処理プロセ

スのプロセスデータ及び実

規模固化体サイズと処理能

力に関するデータが取得さ

れていること。 

現行の I-129 の被ばく線量値

は、地質媒体の水理特性によっ

ては、目安の線量である 10μ
Sv/y を超える可能性がある。こ

れは I-129 の地質媒体による移

行遅延効果が極めて低いためで

あり、地質環境によらず安全裕

度を確保するためには、人工バ

リアからの放出を抑制し、放出

期間を 10万年以上とする固化体

を開発することが有効である。

そのため、I-129の 大被ばく線

量を約 1/10に低減させ、放出期

間を 10万年以上とする固化体を

開発するとともに、その固化体

を用いる際に生じる二次廃棄物

を、低レベル放射性廃棄物以下

に区分出来るヨウ素回収率（95
％以上）とする。以上により、

わが国の幅広い地質環境に柔軟

に対応し、かつ高い安全裕度を

持った TRU 廃棄物地層処分の実

現に資する。 
C-14の長期閉じ

こめ技術の高度

化 

C-14 による影響低減を目的

とする技術オプションとして

の廃棄体容器（コンクリート及

び金属）について、コンクリー

ト容器の亀裂進展や金属容器

の加工溶接部の腐食挙動を含

め、多様な条件においても 6
万年間の核種の閉じ込めが可

能であることを示すとともに、

それら容器の閉じ込め性に係

る評価モデルを構築する。 
実規模容器を想定した製作

手法、品質管理手法の確立の目

処を確認し、実現に向けた課題

を抽出しその解決法を示す。 

・長期閉じこめによる C-14
の影響低減を目的とする技

術オプションとしての廃棄

体容器（コンクリート、金属

容器各 1体）について、長期

閉じ込め性評価のための基

礎的な長期挙動データが取

得されていること。 
・溶接/加工部や亀裂に関し

てもデータが整備されると

ともに、評価モデルが提示さ

れていること。 
・各容器の製作手法、品質管

理手法等、実規模容器への適

用、実用化に向けた検討を進

め、課題及びその解決方法が

設定されていること。 

TRU廃棄物の処分においては、

第 2 次 TRU レポート等で非収着

性核種である C-14の影響が大き

く、処分場周辺岩盤の透水係数

、動水勾配等の地質環境条件に

よっては、その対策が必要であ

ることが示されている。また「

TRU 廃棄物の地層処分基盤研究

開発に関する全体基本計画」に

おいても、C-14 の影響低減のた

めの代替技術の開発について、

「今後 5 年間での検討すべき課

題」として挙げられている。 

放射化金属廃棄

物中の C-14 の

放出挙動評価 

長期浸出試験により放射化

金属廃棄物からの C-14の浸出

データを取得するとともに、浸

出データを補完するためのコ

ールド材での腐食速度の取得

・放射化金属廃棄物からの

C-14 の浸出データを取得す

るための長期浸出試験が実

施され、一部短期間での浸出

データが取得されていると

C-14 の移行に関するデータや

知見が十分でないため、現状の

安全評価では保守的なものとな

っている。C-14 の放射化金属廃

棄物からの放出（放出率、化学
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により、長期的な C-14の移行

評価を行い、C-14 の放出挙動

及び移行挙動を体系的に解明

する。また、合理的な C-14の
インベントリを設定する。 

ともに、浸出データを補完す

るためのコールド材での腐

食速度が取得されているこ

と。 
・C-14の放出挙動及び移行挙

動の体系的な解明に向けた

評価が着手されていること。 
・合理的な C-14 のインベン

トリを設定するための方法

についての検討に着手され

ていること。 

種）、無機化及び収着を体系的に

解明することで、安全評価への

影響低減に対する有効で現実的

な解決策を提示することが期待

される。 

 
表 12．個別要素技術の目標（硝酸塩処理・処分技術高度化開発） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
設定理由・根拠等 

硝酸塩影響評価

システムの構築 
①硝酸イオンの

化学的変遷挙動

評価 
 

地層処分環境における硝酸

イオンの化学的変遷挙動を評

価するため、廃棄体等に含まれ

る金属、地層中還元性鉱物及び

微生物の影響による硝酸還元

の速度論を反映したモデルを

開発する。 

地層処分環境における硝

酸還元プロセスとその速度

データを取得し、プロセル毎

のモデル化（プロトタイプ作

成）を行う。モデル化にあた

っては、廃棄体等に含まれる

金属、地層中還元性鉱物及び

微生物の影響に係るプロセ

スを対象とする。 

地層処分における核種移行評

価を実施する上では、その化学

的条件を設定するための、場の

化学的変遷を示すことのできる

モデルが不可欠である。しかし、

地層処分相当深度に適用できる

硝酸還元の知見やモデルは未だ

整備されていない。 

②核種移行パラ

メータに対する

硝酸塩の影響評

価 
 

①の評価結果を考慮しつつ、

硝酸イオンやその還元生成物

のアンモニアが存在する場で

の核種溶解度及び収着のデー

タを整備し、硝酸塩影響を考慮

した線量評価を行う。 
収着のデータに関しては、こ

れらの核種について、岩石とセ

メント材料の収着分配係数を

整備する。 

①の評価結果を考慮しつ

つ、硝酸イオンやその還元生

成物のアンモニアが存在す

る場での核種溶解度及び収

着のデータを整備する。 
溶解度については、硝酸イ

オン存在下では Se、Tc、アク

チニド（V）、アンモニア存在

下では Ni、Pd、Sn、Nb、Pb
のデータを整備する。 

廃棄体から硝酸イオンが溶出

したと想定した場合、核種移行

評価のパラメータである溶解度

と収着分配係数について、以下

の内容を把握する必要がある。 
・硝酸イオンの酸化性により核

種の酸化状態が変化する場合の

溶解度及び収着分配係数の変化 
・硝酸イオンが核種に配位して

錯体を形成する場合の溶解度及

び収着分配係数の変化 
・硝酸イオンの還元生成物であ

るアンモニアが核種に配位して

錯体を形成する場合の溶解度及

び収着分配係数の変化 
③硝酸塩影響評

価システムの構

築 
 

①及び②の情報を統合し、放

射性廃棄物処分の安全性を評

価するための硝酸塩影響評価

システムを構築する。 

（当初の計画どおり、平成 22
年度より実施予定。） 

硝酸塩影響下での線量評価を

可能にすることが、本システム

構築の目的である。 

放射性廃液中の

硝酸塩除去技術

の開発 
①硝酸ナトリウ

ムの膜分離技術

開発 
 
 

イオン交換膜を用いて高濃

度硝酸ナトリウム溶液からナ

トリウムイオンと硝酸イオン

を分離回収する方法を開発す

る。 
イオン交換膜のイオン透過

性、選択性、耐久性等を調べ、

膜の実用性を評価する。  
ベンチスケールの膜分離試

験装置を開発し、プロセスデー

タを取得する。 

イオン交換膜が高濃度硝

酸ナトリウム溶液からナト

リウムイオンと硝酸イオン

を分離回収するために必要

な性能を有していることを

実証するためのデータを取

得し、それらをもとに膜分離

試験装置の基本システムを

決定する。 

高濃度の硝酸塩を含む放射性

廃液から、硝酸ナトリウムの大

半を再利用可能な状態で分離回

収するためには、イオン選択性

に優れたイオン交換膜の性能に

関するデータが必要であり、ま

たその性能に基づく分離システ

ムを開発する必要がある。 
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②硝酸イオンの

分解技術開発 
①により低濃度となった廃

液中の硝酸イオンを、窒素ガス

へ分解するプロセスを構築す

る。 
分解システムを選定してベ

ンチスケール試験装置を作製

し、プロセスデータを取得す

る。 

硝酸イオンの分解法の概

念設計を実施し、概念設計の

結果を比較して、工学試験を

実施する方法を選択する。 

実用されている低濃度硝酸塩

を含む放射性廃液中の硝酸イオ

ンを分解する方法が無いため、

設備規模、設備費、運転費、二

次廃棄物等の観点から分解シス

テムを選定し、実用性評価のた

めのデータを取得する必要があ

る。 
③高濃度硝酸塩

除去技術の構築 
①及び②を組み合わせるこ

とにより、高濃度硝酸塩を含む

放射性廃液から硝酸塩を除去

する技術を構築する。 
連続的に工学規模で廃液か

ら硝酸塩を回収及び分解する

技術に見通しを得る。 

（当初の計画どおり、平成 23
年度に実施予定。） 

再処理廃液に想定される程度

の濃度の硝酸塩廃液について、

工学規模で除去できる見通しを

得る必要がある。 
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３－３－Ａ 成果、目標の達成度 
３－３－１－Ａ 成果 
３－３－１－１－Ａ 全体成果 
 

成果については、個別テーマごとに進捗状況等も様々であるが、評価期間の中では、技

術の高度化やデータの整備等においてほぼ当初目標どおりの成果が達成された。これらの

成果は、 終的には処分事業に関する基盤的な研究開発及び放射性廃棄物処分の技術的信

頼性の向上のための技術課題の解決に資するものと考えられる。 
 
３－３－１－２－Ａ 個別要素技術成果 
 
（１）ボーリング技術高度化開発 

傾斜や方位を制御して掘削を可能にするための孔内の動力（ダウンホールモーター）及

び計測装置（MWD（Measurement While Drilling）及び LWD（Logging While Drilling））に

よるコントロール掘削システムを開発した。本システムにより、北海道幌延町の大曲断層

を対象として、孔長 800ｍ、深さ約 500m、孔底付近で水平となる孔井を当初の孔跡に沿っ

て掘削した。断層破砕帯として数 100m区間の脆弱区間を掘削したにもかかわらず、ほぼ 100%
のコアを採取することができた（図 13、図 14）。採取されたコアの観察、物性（弾性波速

度、一軸圧縮強度等）調査、孔内の LWD（掘削時検層）、及び透水試験・採水により大曲断

層が地下水流動に与える影響を評価することが可能となった。孔内載荷試験による岩盤弾

性係数測定並びに水圧破砕法による岩盤初期応力測定を実施するための力学・応力統合装

置についてはプロトタイプを試作し、ボーリング孔内で地下水圧測定並びに水質測定を実

施するモニタリング技術については、提案した設置方法を模擬孔井（実地盤に傾斜 30°、

孔長 80mで掘削）において適用、確認した。 
また、コントロールボーリングと地表に挟まれた区間において緻密な地質構造を把握す

るため、孔内トモグラフィー装置を開発してその適用性を確認した。 
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図 13．コントロール掘削の概念図 

（掘削は②～⑦の掘削用ダウンホールツールス（DHT）で行い、掘削した区間はケーシング（内枠）
で保護する。掘削中に適宜試験用 DHTに切り替えて各種調査を実施する。） 
 
 

 
図 14．幌延大曲断層を対象としたコントロール掘削・調査の実績 

（掘削が困難である断層を対象として、幌延の大曲断層を貫くコントロール掘削、調査を実施した。
想定孔跡にほぼ沿ってコントロール掘削を行い、ほぼ 100%のコアを採取し、コア及び孔内調査により
大曲断層の水理地質特性を評価した。） 
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（２）岩盤中地下水移行評価技術高度化開発 
１）地下水年代測定技術調査 

数万年～百万年の地下水年代を評価できる方法を調査し、有望な方法について適用性向

上を図るために採取・測定方法を整備した（図 15）。また、水理的・地化学的に地下水年

代を評価できる方法を整備した。 
花崗岩(岐阜県瑞浪市)と堆積岩(北海道幌延町)において、地下水年代の調査を実施し、

幌延深部地下水の年代が 100 万年以上となることを 4He 蓄積法と 36Cl 法から示した（図

16）。また、瑞浪深部地下水の年代が数万年程度となることを、4He蓄積法と 14C法から示

した（図 17）。4He 蓄積法は、岩盤中に含まれるウラン・トリウムの放射壊変時に生成す

る 4He 蓄積量と蓄積速度の関係から、地下水年代を評価する方法である。14C 法と 36Cl 法
は、放射壊変による濃度変化に基づいて、地下水年代を評価する方法であり、14C の半減

期は 5730年、36Clの半減期は 301,000年である。 
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図 15．地下水年代測定技術調査で開発している方法と評価可能な時間スケール 
（数万年～百万年の年代評価に有効と考えられる方法を研究開発している。■:汎用的な方法、■:開
発済みの方法、■:開発中の方法、■:実現可能性が低い方法） 
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図 16．幌延における 36C/Clと 4Heによる地下水年代測定結果 
（深部地下水の起源は海水(36C/Cl≒0.5×10-15)と考えられるが、地層内での放射化により原位置平衡
(36C/Cl=6～8×10-15)まで達し、5半減期(150万年)以上地層内に滞留していると推定される。一方、深
部岩石の He発生速度は年間 1～2×10-12ccSTP/gwと推定されるが、4He濃度は 1～10×10-6 ccSTP/gw程度ま
で蓄積されており、地下水は百万～千万年程度滞留していると考えられる。これは堆積年代と概ね一
致する。4He濃度の単位 ccSTP/gwは、標準温度・圧力(Standard Temparature and Pressure)において水
1gへの溶存量を表す。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 17．瑞浪における 4Heと 14Cによる地下水年代測定結果 
（4He年代と 14C年代には相関があり、涵養域から中間域へと年代が古くなる。14C濃度の単位 pmCは、
percent modern Carbon を意味し、1950 年における NBS シュウ酸標準試料に含まれる 14C 濃度の 95 %
の値を基準に、14C 濃度をパーセントで表したものである。地表付近での 14C 濃度は 100 pmC 程度とな
ることから、この値を初期値として地下水年代を推定するのが一般的である。） 
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２）海底地下水湧出探査技術高度化調査 
海水と地下水の密度差やラドン溶存量、溶存酸素の違いに着目した、音響微流速計、シ

ンチレーションセンサ、アルファトラックセンサ、pH/ORPセンサ等の探査センサを開発し、

海域試験においてその性能を確認した（図 18）。また、海域調査手法の全体像を考慮しな

がら、海底地下水湧出探査のフローを作成した（図 19）。さらに、現状の知見では海底地

下水湧出がどのような沿岸～海域においても有意に存在するとは考え難いため、海底地下

水湧出の可能性判断フローも提示した（図 20）。 
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沿岸部での湧水可
能性を陸域の水収
支から把握する

達成目標

海底湧水を採水
し、地下水の起源
年代を評価する
手法の確立

達成目標

湧水点把握し、
流量を推定可
能な流速計の
開発

達成目標

湧水点の分布を
把握するための
固体放射線セン
サを開発する

達成目標

湧水点探査用
小型軽量シン
チレータの開
発

達成目標

当所既存技術を
活用し小型高精
度のｐH/ORPセ
ンサを開発

結果

据え置き型のセ
ンサを開発。海
域試験にて適用
性を確認。

アルファトラ

ックセンサ

結果

湧水量を推定でき
た場合もあるが、蒸
発散量等の状況に
より推定できない場
合も存在。

結果

海底湧水の起源、
年代を推定する
ための希ガスサ
ンプラーを開発。
海域試験にて適
用性を確認。

結果

トモグラフィ型
のセンサの流
速計を開発。
海域試験にて
適用性を確認。

結果

ROV搭載可能
な小型高感度
シンチレータを
開発。海域試
験にて適用性
を確認。

結果

海水用pH/ORP
センサを開発。海
域試験にて適用
性を確認。

複数の特定河川を
対象に水収支から
海底湧出地下水の
有無を試算

水収支採水および分
析

流速計光シンチレー
ションセンサ

pH/ORPセンサ

達成目標

沿岸部での湧水可
能性を陸域の水収
支から把握する

達成目標

海底湧水を採水
し、地下水の起源
年代を評価する
手法の確立

達成目標

湧水点把握し、
流量を推定可
能な流速計の
開発

達成目標

湧水点の分布を
把握するための
固体放射線セン
サを開発する

達成目標

湧水点探査用
小型軽量シン
チレータの開
発

達成目標

当所既存技術を
活用し小型高精
度のｐH/ORPセ
ンサを開発

結果

据え置き型のセ
ンサを開発。海
域試験にて適用
性を確認。

アルファトラ

ックセンサ

結果

湧水量を推定でき
た場合もあるが、蒸
発散量等の状況に
より推定できない場
合も存在。

結果

海底湧水の起源、
年代を推定する
ための希ガスサ
ンプラーを開発。
海域試験にて適
用性を確認。

結果

トモグラフィ型
のセンサの流
速計を開発。
海域試験にて
適用性を確認。

結果

ROV搭載可能
な小型高感度
シンチレータを
開発。海域試
験にて適用性
を確認。

結果

海水用pH/ORP
センサを開発。海
域試験にて適用
性を確認。

複数の特定河川を
対象に水収支から
海底湧出地下水の
有無を試算

水収支採水および分
析

流速計光シンチレー
ションセンサ

pH/ORPセンサ

調査計測機器の開発 湧出水分析・評価手法の開発  
図 18．要素技術の達成目標と結果 

（pH/ORP センサは海水と地下水との水質の差を、光シンチレーションセンサ及びアルファトラックセ
ンサは海水と地下水とのラドン濃度差を、流速計は海水と地下水との密度差（温度、塩分）をそれぞ
れ探査の指標として開発した。ROVは、有索無人潜水機（Remotely Operated Vehicle）を指す。） 
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図 19．海底地下水湧出探査技術高度化調査における技術開発の流れ 

（「調査分析機器の開発」では湧出地下水の性状分析機器及び手法の開発を行い、「湧出水分析・評価
手法の検討」では湧出地下水の水質と湧出構造評価手法の検討を行った。また、開発手法に既存調査
手法や海域地質・水理構造調査手法を加えて海底湧水探査調査手法フローを構築した。） 
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図 20．沿岸陸域・海域調査における海底地下水湧出探査の位置づけ 

（海底地下水湧出探査は沿岸陸域・海域調査の過程で必要性が検討され、実施する際は海域調査の一
部として行い、結果を陸～海の地下水流動評価へ反映する。AUVは、無索無人潜水機（Autonomous 
Underwater Vehicle）を指す。） 
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３）岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査 

岩盤を対象とした原位置トレーサ試験技術、及びそれを補完する各種割れ目探査技術

（溶存ラドン濃度計測による割れ目開口幅の調査技術、高粘性流体注入による割れ目内で

の流動形態に関する調査技術、音響トモグラフィー法による割れ目分布に関する調査技術）

について、室内試験や数値実験を通じて、試験手法や試験結果の評価手法の基本的な整備

を終了した（図 21）。 
また、これらの各試験技術について、原位置試験装置を試作し（図 22）、室内にて装置

の基本性能の確認を行うとともに、スイスの Grimsel Test Siteにおいて原位置実証試験

に着手した。 
今後は、原位置での実証試験を通じて有効性を示すとともに、各試験技術の改良を行っ

て技術の確立を図る。 

 

 

 
図 21．模擬割れ目を用いた室内での高粘性流体注入試験 

（高粘性流体を一定流量で注入する際の注入圧の経時変化から割れ目の開口幅や流動次元を推定でき
ることを確認した。） 

(a) 強化ガラスで作製した
2 次元模擬割れ目（青色が
高粘性流体） 

(b) 注入点の圧力変化（実
測値（白丸）は開口幅 0.1mm
を有する 2 次元割れ目の理
論曲線に一致） 
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図 22．試作した原位置トレーサ試験装置の概念 

（①蛍光トレーサの濃度を孔内で計測可能、②トレーサが収着しにくい部材を使用、③孔内の空隙を
小限に抑制、等の特徴を有する。） 
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（３）地質環境総合評価技術高度化開発 
淡水域（陸域）・結晶質岩や、塩・淡水域（沿岸域）・堆積岩等わが国の多様な地質環境に

対して適用可能な調査システムフローを検討し、コンピュータベースシステムとして構築す

ることが可能であることを示した。さらにそれらを発展させるため、研究の枠組みを再構築

し（図 23）、ＪＡＥＡの深地層の研究施設計画等国内外で実施された地質環境調査評価事例

の活用等を通じて、調査・評価上のノウハウ、品質管理、不確実性の取り扱いや作業に伴う

様々な意思決定等の背景情報を分析・整理して、 新の知識工学の技術の活用によるルール

ベース化や事例ベース化による、エキスパートシステムの構築を試行した。これらを通じて、

次世代型地質環境総合評価システムの基本要件、全体構成を明らかにした。 
 
１）地質環境調査に関わる知識の表出化手法の開発 
 国内外の地質環境調査評価事例に基づいて、含まれる作業に関連するノウハウ・判断

根拠等の情報の収集・整理を行い、考慮すべき実施項目やその方法、調査を実施するう

えでの留意点を整理するとともに、関連する知識の収集・分析・整理の方法論を開発し

た。これに基づき、収集した知識のルールベース化・事例ベース化を進めるとともに、「2)
次世代型サイト特性調査情報統合システム（ＩＳＩＳ）の開発」において作成したイン

ターフェースを利用して、これらの知識をエキスパートシステムとして体系化した。ま

た、様々なエキスパートシステムを統合的に利用するための方法論を構築した（図 24）。 
 

(2)次世代型サイト特性調査情報統合システム（ISIS)の開発
（地質環境モデル構築及びその説明書作成支援，地質環境調査計画書支援，調査実施支援）

(1)地質環境調査評価情報の分析・整理

想定される地質環境のパターンごとに，
○地質環境調査計画作成に関するノウハウ・判断根拠等の分析・整理
○地質環境モデルの構築に関するノウハウ・判断根拠等の分析・整理
○調査の実施に関するノウハウ・判断根拠等の分類・整理

沿岸域プロジェクト
-調査評価技術の体系化-

戦略構築，基本計画立案，品質管理，
調査・解析結果の評価，体系化の視点での成

果の取りまとめを通じて，
ノウハウを蓄積し整理

深地層の研究施設計画・調査実施を通じて
得られたノウハウや判断根拠に関わる情報の

分析・整理

既往の研究成果

国内外の最新情報の調査

事例

 
図 23．地質環境総合評価技術高度化開発における研究の枠組み 

 
 実際の調査にあたっては、地質環境調査計画策定と地質環境モデルの作成が大きな目

標となることから、これらの作業を支援するという観点でノウハウ・判断根拠等の知識

を利用するための枠組みを構成した。 
 これらを用いて、ＪＡＥＡの深地層の研究施設計画や沿岸域プロジェクト等を対象と

して、知識の分析・整理を行った。 
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図 24．地質環境調査評価情報の分析整理の流れ 
注）統合化データフローダイアグラム（Ａ）等を活用しながら、専門家へのインタビューを通じ、
地質環境調査・評価作業の全体的な流れ（知識協働ダイアグラム（Ｂ））を構築する。これに沿って
さらに詳細な作業の流れ（タスクフロー（Ｃ））に分解し、それぞれのタスクの目的やタスク間でや
りとりされる知識（タスク知識（深い知識）（Ｄ））やタスクの専門領域に関する知識（ドメイン知
識（浅い知識）（Ｄ））を整理する。タスク知識について、“IF…THEN…”形式で表現できるものはル
ールベース（Ｅ）として整理し、ルールとしての表現が難しいものの、問題解決に際して活用でき
る過去の事例を事例ベース（Ｅ）として整理する。またドメイン知識については、その相関関係を
明確にするために、知識の階層モデル（知識マップ（Ｆ））や知識のリンクの文脈（例えば、「～の
一部である」、「～を引き起こす」等）を表現したモデル（知識ネットワーク（Ｆ））として整理する。
ルールベースと事例ベースは、エキスパートシステム作成インターフェース（Ｈ）を利用すること
により、専門家自らが効率的にエキスパートシステム（Ｉ）を作成することができるようにしてい
る。これらは、地質環境調査全体を支援するために、ISIS マネジメントコクピット（Ｊ）に統合す
る予定である。タスク知識の統合化には、データやデータをコントロールする情報を収納する黒板
システム（Ｇ）を利用する。 
 

２）次世代型サイト特性調査情報統合システム（ＩＳＩＳ）の開発 
ルールベース化・事例ベース化した知識をエキスパートシステムとして構築できるこ

とを試作によって確認するとともに、その開発環境と利用環境の基本構成を明確化し、

ＩＳＩＳ開発の可能性に関する見通しが確かなものであることを示した。その上で実際

に個々の調査・解析評価の実施を支援するためのエキスパートシステムの作成を進めた

（図 25）。また、上記基本構成に基づき、プログラミングに関する知識を必要とすること

なく、地質環境調査の専門家自らがエキスパートシステムを作成できるように、具体的

な開発環境ツールとして、インターフェースを構築した（図 26）。 
 さらに、個々の調査・解析評価の実施を支援するだけでなく、地質環境モデルの構築

及びその説明文書の作成支援や地質環境調査計画書の作成等、地質環境調査全体の支援

が行えるようにするため、作成したエキスパートシステム群の統合を視野に入れてＩＳ

ＩＳの全体構成を検討し、必要となる機能や開発環境、利用環境を検討するとともに一

部試作を行って、技術的実用性の見通しを得た（図 27）。 
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図 25．作成したエキスパートシステムの例 
注）http://kms1.jaea.go.jp/kmsif/expert_system_info.html から作成したエキスパートシステムを確認

できる。 

 

ルールベース作成インターフェイスの例 事例ベース作成インターフェイスの例

 

図 26．エキスパートシステム化を進めるためのインターフェース 
注）プログラミングについての知識がなくても、“IF…THEN…”で表現できる知識についてはルールベ
ース作成インターフェースを、ルールとしての表現が難しいものの問題解決に際して活用できる過去
の事例については事例ベース作成インターフェースを利用し、地質環境調査専門家自らがエキスパ
ートシステムを効率的に作成できる。 
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図 27．システムの全体構成 
注）地質環境モデル構築、地質環境調査計画書策定、調査の実施という地質環境調査全体の支援を
行うため、ルールベース／事例ベースからなるエキスパートシステム（ＥＳ）群を作成する。また、
作成された地質環境モデルや取得された情報を関係者間で共有することができるようにするための
可視化ツール、ＥＳを作成するためのインターフェース、構築した地質環境モデルに関する説明書
の作成を支援するための電子文書化ツールや調査全体の工程管理を行うためのツールを構築する。
これらのツールと関連するデータベースを地質環境調査全体のタスクフローに沿って体系的に位置
づけるためのマネジメントコクピットを整備し、マネージャーが地質環境調査の様々な場面で行う
意思決定を迅速かつ効率的に支援する。 
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（４）沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
１）塩淡境界/地下水総合評価 
調査地域である北海道幌延町周辺は、異なる特性を有する複数の地層で構成されるため、

地下水流動解析法として“地層分割解析法（はぎ取り法）”を考案した。これは、浅層部の

活発に流動する地下水系（帯水層）を除外して解析する手法であり、連成モデル等に生じ

る誤差を極めて少なくすることで、深部地下水の流動解析を高精度に実施・評価するもの

である。調査地では解析結果を踏まえて適地を選定し、平成 19 年度に幌延町浜里地区に

おいて土地貸与契約、埋蔵文化財調査を経て、寒冷地用ハウスの建設を行った（図 28、
図 29）。 

平成 20年度にパイロット孔（図 30）の掘削に着手し 158mまで掘進した。さらにもう 1
本のボーリング孔を設けることにより、未固結～半固結層において弾性波透水トモグラフ

ィー、比抵抗トモグラフィー等を実施した。また、ボーリングコアから間隙水を抽出し、

地下水の主要成分の分析や電気伝導度分布の調査を行った。 
平成 21年度にはパイロット孔を 158～550m深まで掘進した。掘削に伴い得られたコア

試料については、コア観察、土質試験を行い、さらに異なる pF（土壌が持つ水分保持力

の度合い）において遠心分離法を用いて間隙水を抽出した。得られた間隙水については水

質・同位体分析を行い、地質と地下水の履歴照合を分析した。これにより本地域の地質構

造及び地下水環境を明らかにした。また、地下水流動解析では、海水準が 120m低下した

ときの塩淡境界挙動から、深部地下水は淡水と海水の混合が繰り返されて形成されたこと

を示した。さらに、解析精度向上のために、海域の地質・地質構造、各層の透水パラメー

タ、及び現時点の塩分濃度分布を明らかにすることが今後の課題であると示した。 
 

  
図 28．寒冷地ハウス      図 29．寒冷地ハウス内部 

（時には－20℃を下回る現場で精度良い分析を行うために、寒冷地ハウスの中に、エアコンによる
温度制御を施したトレーサー管理用の分析小屋を設置した。） 
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２）沿岸域地質構造／断層評価技術 

北海道幌延町の沿岸域をモデルフィールドとして、陸域及び浅海域を含む沿岸域におけ

る地質構造、断層構造、塩淡境界等を把握するための物理探査技術の高度化研究を進めて

いる。本研究で適用する主な探査法は、電磁探査と地震（音波）探査である。主な課題と

して、沿岸浅海域における探査技術の開発・整備と、海域から陸域にかけての連続的な

地質構造解析と地質環境特性解釈法の開発が挙げられる。 
平成 19年度には、調査地域（図 31）における既存探査データを収集して予察的モデル

を作成し、陸域における広域地質構造を求めるための電磁探査調査（MT 法・AMT 法、59
測点）及び掘削調査地点周辺の詳細な地質構造を求めるための電磁探査（TEM 法、86 測

点）を実施するとともに、過去の研究成果を参考にして浅海底用の電磁探査装置の製作

を行った。 

 
図 31．北海道幌延町の調査地域におけるこれまでの物理探査調査位置図 

調査結果の例として、陸域の MT法測線 AA’の比抵抗構造解析結果を図 32に示す。 

図 30．400m孔のボーリング櫓 
（1,200m 深の掘削に耐えられるよう設計
され、冬季には防寒対策が施されている。） 
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図 32．陸域の MT法測線 AA’(平成 19年度データ及び JAEA既存データ)の比抵抗構造 2次元

モデル（カラー表示） 
（既存反射法データ（石油公団）による地層境界解釈（黒線）を重ねて表示。西端（左端）は海岸
線に相当。褶曲構造に応じて、比抵抗構造の境界面が対応することがわかる。浅部の更別層は高比
抵抗、その下位の勇知層は低比抵抗で特徴付けられるが、その境界は比抵抗と反射法で少し差が認
められる。） 
 

平成 20年度には、海底電磁探査の適用試験（10測点）と、陸域の掘削地点周辺の詳細

な電磁探査（AMT法・MT法、13測点）を実施した。海底電磁探査については、装置の気

密性に問題があることが判明したこと等の理由により、十分な品質の測定データは取得

できなかった。しかし、装置改良に向けての課題の整理を行い、装置仕様の検討を行う

ことができた。 
平成 21 年度は、浅海用海底電磁探査法の機器改良と幌延浅海域でのデータ取得試験、

陸域での反射法地震探査ならびに電磁探査法（MT法）補足調査を行った（図 31）。また、

物理探査結果（地震波速度、比抵抗等）から地質環境特性（地層の水理特性、工学的特性

等）を解釈する手法の検討を行った。 
浅海用海底電磁探査については、当初の試験では、水圧や装置回収に加わる荷重による

変形や装置内部の浸水、波浪による電極の揺動が原因と推測される電場ノイズの発生等の

問題点が発生した。そのため、大型実験用水槽や港湾実験施設を利用して機器の動作・挙

動把握に関する基礎試験を行い、強度及び機密性の向上や海水への耐腐食性を持つステン

レス容器の使用や、電極の装置への固定や電場アームの揺れ抑制のためにアーム先端に錘

を据え付ける等の改良を施した結果、漏水もなく正常に動作し信号を受信できることを確

認した（図 33）。その後、幌延沿岸海域において測定実験を行い、装置が現地でも正常に

動作することを確認した。しかし、天候の制約によって測定期間が限られたため、波浪に

よる揺動ノイズの影響が残るデータとなった。そのため、次年度に向けて改善点の検討を

行った。陸域での電磁探査（MT 法）については、平成 19 年度に調査を行った測点を補間

し、3次元解析が適用できるように、20測点で新規測定を実施した。次に、陸域 MT測点と
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海域での実験測定結果を合わせて海陸接合の 2 次元解析を実施し（図 34）、また、陸域デ

ータについては 3次元解析を行った。海域の測定データを加えたことにより、海岸に近い

陸域の比抵抗構造の解析精度が向上し、海域についても、海底下の浅部に比抵抗のやや高

いゾーンがあることが推定された。沿岸域における海陸接合の比抵抗モデルは世界でも初

めての事例である。 
 陸域での反射法地震探査については、掘削調査地点から東に向けて測線を設定し、深部

（深さ約 2kmまで）を対象とする P波反射法探査と極浅部（深さ約 100mまで）を対象とす

る S波浅層反射法探査を実施した（図 31）。P波反射法探査では、通常の石油探査等を目的

とした調査に比較して浅部を対象としてデータ取得を行ったため、当該地域における既存

の反射法地震探査結果と比較して高分解能な記録断面を得ることができた（図 35）。特に、

既存反射法断面ではイメージングが難しい 200m以浅の地下構造についても、詳細に求める

ことができた。今回得られた反射法断面には、サロベツ背斜西側の撓曲部及びその西方に

おいて、更別層及び勇知層基底に不連続部が見られ、断層の存在を示唆しているかもしれ

ない。 
物理探査結果の解釈手法（地質環境特性解釈）の研究では、幌延町における既存坑井の

検層データを用い、地震波速度と比抵抗の値を用いて間隙率や粘土含有率等を推定し、間

隙水の比抵抗、塩分濃度等を推定する手法の検討を行った。MT法測線 Aの比抵抗モデル（図

34）のうち、更別層に相当する部分の間隙水の電気伝導度を解釈した結果を図 36に示す。

この図から間隙水の塩分濃度を推定することができる。 
 

  
図 33．改良を加えた海底電磁探査法測定装置（左）と海上作業の様子（右）。 

（データロガー（中央の円筒）と 2 本の磁場センサー（左右の容器）を収納する耐圧装置の強度と
気密性を向上させた。） 
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図 34．陸域の MT 法測線 A(平成 19 年度)と海域 4 測点のデータを用いた比抵抗構造 2 次元

モデル（カラー表示） 
（既存反射法データ（石油公団）による地層境界解釈（黒線）を重ねて表示。海域のデータを加え
ることにより海岸線近傍のモデルの信頼性が向上し、海底下浅部の比抵抗構造も求めることができ
た。ただし、海域データの品質は十分でないので、深部の比抵抗値の信頼性は低く、今後改善が必
要である。） 
 

 
図 35．陸域深部反射法（平成 21年度）のマイグレーション深度断面図（白黒表示）に石油

公団の既存反射法断面の地層境界解釈結果（赤線）を重ねて表示 
（各地層内の詳細な層構造を追跡することができる。既存断面の解釈は平成 21年度反射法結果と少
し異なる箇所があり、今後さらに解釈を進める必要がある。） 
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図 36．MT法の比抵抗解析結果をもとに解釈して得られた更別層の間隙水の電気伝導度分布 
 
 

３）関連データベース（DB） 
ＡＩＳＴによる 100 万分の 1 日本地質図、日本周辺海域音波探査、いどじびき、日本

の地熱調査における坑井データ等の DB、そして基盤強震観測網（（独）防災科学技術研究

所）、北海道市町村の地熱・温泉ボーリングデータ集（北海道立地質研究所）、坑井温度

プロファイルデータベース（ＪＡＥＡ）、九州地盤データベース（地盤工学会九州支部）

他、これまでに国の関係機関等が実施した沿岸域調査情報を収集し、その調査範囲、調査

内容、データの種類等を DB として整理した。今後、単独に構築された DBは相互リンクさ

れ、地層処分事業に向けたカスタマイズが行われる。 終成果は、ボーリング調査や物理

探査調査結果から導かれる技術移転マニュアル（体系化したテキスト）の適用範囲や、新

たに解決するべき問題等の課題を整理するために用いられるとともに、地下水資源開発や

日本全国の地質構造の理解等にも役立つ。 
また、平成 19年度には、ＲＷＭＣにより、北海道北部（日本海側）地域を対象地域と

した、地質・地質構造、断層、深部岩盤、地下水等の特性データについて、Google Earth
２をベースマップとして、地図情報とリンクしたメタデータ（データに関連する情報）

の表示機能を有するデータベースを開発した。 


