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３－３－１－３－Ａ 特許出願状況等 
 
テーマごとに、学会、学会誌等での公表状況、特許出願状況等について表 23～表 35 に示

す。 
 

表 23．テーマごとの論文等件数 

要素技術 論文 学会発表 
特許等件 

（出願を含む） 
講演・著書等 

ボーリング技術高度化開発 3 16 1 3 

岩盤中地下水移行評価技術高度化開発 12 36 12 1 

地質環境総合評価技術高度化開発 5 53 0 7 

沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 20 58 2 4 

先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 6 19 0 10 

処分システム化学影響評価高度化開発 18 74 0 2 

処分システム工学要素技術開発 14 59 0 0 

人工バリア材料照射影響評価 1 1 0 0 

地下坑道施工技術高度化開発 3 28 1 0 

人工バリア長期性能評価技術開発 7 40 0 1 

ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 11 31 0 2 

硝酸塩処理・処分技術高度化開発 2 9 0 0 

計 102 424 16 30 

 
表 24．論文、投稿、発表、特許リスト（ボーリング技術高度化開発） 

 題目・メディア等 時期 
論文 地盤工学会 土と基礎「ボーリング技術の 前線 4.計測・コントロールボーリング」 H18.06 
論文 16th Pacific Basin Nuclear Conference 「Development of Controlled Drilling System」 H20.10 

論文 
電力中央研究所総合報告「コントロールボーリングによる掘削・調査技術の開発（フェー

ズ 2）-掘削・調査システムの高度化と断層への適用-」 
H21.08 

発表 
日本海洋学会 2007年度春季大会シンポジウム「沿岸域コントロールボーリングにおける孔

内計測」 
H19.03 

発表 日本地球惑星科学連合 2007年大会「コントロールボーリング掘削、調査技術の開発」 H19.05 

発表 
海洋研究開発機構 海底ボーリング技術及び計測技術に関する意見交換会「海底下コント

ロールボーリング技術・計測技術の開発」 
H19.07 

発表 
日本応用地質学会 平成 19年度研究発表会「コントロールボーリング用透水試験・採水複

合試験ツールの開発（その 5）」 
H19.10 

発表 
日本応用地質学会 平成 19年度研究発表会「水理地質構造調査のためのボーリング掘削技

術の開発(その 7)-コントロールボーリングによる大曲断層の掘削・調査-」 
H19.10 

 
発表 

平成 19年度電力中央研究所研究成果発表会 原子力技術「コントロールボーリングによる

大曲断層の掘削と調査」 
H19.11 

発表 
平成 19年度電力中央研究所研究発表会 原子力技術「コントロールボーリング孔内におけ

る水理試験機器の開発」 
H19.11 

発表 
北海道立地質研究所 第 46回試錐研究会「泥水コントロール掘削用透水・採水複合試験ツ

ールの開発」 
H20.02 

発表 
日本応用地質学会 平成 20年度研究発表会「水理地質構造調査のためのボーリング掘削技

術の開発(その 8)-大曲断層の掘削・調査と特性評価-」 
H20.10 

発表 
日本応用地質学会 平成 20年度研究発表会「コントロールボーリング用透水試験・採水複

合試験ツールの開発（その 6）-大曲断層における透水試験及び採水-」 
H20.10 

発表 Workshop of the QA/QC on Horonobe Underground Research Laboratory Project 「CRIEPI’s H20.10 
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QC/QA for Field and Laboratory Work –Controlled Drilling and Ground Water Dating-」 

発表 
日本応用地質学会 平成 21年度研究発表会「水理地質構造調査のためのボーリング掘削技

術の開発(その 9)-機器開発と現地掘削の成果の概要-」 
H21.10 

発表 
日本応用地質学会 平成 21年度研究発表会「水理地質構造調査のためのボーリング掘削技

術の開発(その 9)-北海道天塩郡幌延町におけるコントロールボーリング技術の紹介-」 
H21.10 

発表 
日本応用地質学会 平成 21年度研究発表会「水理地質構造調査のためのボーリング掘削技

術の開発（その 9）-幌延地点での LWD適用試験結果-」 
H21.10 

発表 
日本応用地質学会 平成 21年度研究発表会「水理地質構造調査のための掘削技術の開発(そ

の 9)-透水試験・採水・イメージング装置の開発と現地適用成果-」 
H21.10 

発表 
日本応用地質学会 平成 21年度研究発表会「水理地質構造調査のためのボーリング掘削技

術の開発(その 9)-コントロールボーリング孔井を利用したモニタリングシステムの開発-」 
H21.10 

講演 
海洋研究開発機構 海底ボーリング技術･計測技術に関する意見交換会「海底下コントロー

ルボーリング技術･計測技術の開発-LWD計測技術-」 
H19.07 

講演 地盤工学会講座｢ボーリング技術の 前線 ４.計測・コントロールボーリング｣ H19.11 

投稿 
岩の力学連合会 岩の力学ニュース「プロジェクト紹介～電中研式コントロールボーリン

グによる掘削･調査～」 
H21.02 

特許 出願 No. 2009-046929 ボーリング拡孔装置 
H21.02 
出願中 

 
表 25．論文、投稿、発表、特許リスト（岩盤中地下水移行評価技術高度化開発） 
 題目・メディア等 時期 
地下水年代測定技術調査関連 

論文 
電力中央研究所研究報告「地下水年代測定評価技術の開発（その 5）-岩石間隙水における

同位体比評価のための同位体交換法の開発-」 
H19.06 

論文 
電力中央研究所研究報告「地下水年代測定評価技術の開発（その 6）-低透水性岩盤におけ

る地下水抽出法の提案-」 
H19.12 

論文 
電力中央研究所研究報告「地下水年代測定評価技術の開発(その 7)-大鑽井盆地の 36Clと 4He

による地下水年代測定結果の地下水流動解析による検証-」 
H20.03 

論文 
電力中央研究所研究報告「地下水年代測定評価技術の開発（その 8）-36Clによる難透水層

評価方法の検討-」 
H20.03 

論文 
電力中央研究所研究報告「地下水年代測定評価技術の開発(その 9)-溶存有機物を用いた 14C

地下水年代測定方法の開発-」 
H20.03 

論文 
International Association of Hydrogeologists (IAH2008Toyama) 「Verification of 4He 
and 36Cl dating for very old groundwater in Great Artesian Basin, Australia.」 

H20.10 

論文 
電力中央研究所報告「簡便で高精度な地下水の蛍光染料濃度測定法の提案 －ボーリング

調査における信頼性の高い地化学データ取得のために－」 
H22.05 

論文 
電力中央研究所研究報告「地下水年代測定評価技術の開発（その 10）－北海道幌延地域に

おける 4He・36Cl法適用の試み－」 
H22.06 

論文 
電力中央研究所研究報告「地下水年代測定評価技術の開発（その 11）-36Cl/Cl測定の高精

度化を目的とした塩化物イオンと硫酸イオンの分離手法の提案-」 
H22.06 

論文 
電力中央研究所研究報告「地下水年代測定評価技術の開発（その 12）－東濃地域における

4Heと 14Cによる地下水年代測定の適用性検討－」 
H22.08 

発表 
日本原子力学会 2006年秋の年会「堆積岩における間隙水組成の評価-1：圧縮抽水法におけ

る粘土の影響」 
H18.09 

発表 
日本地下水学会 2006年秋季講演会「岩石コアからの塩素の抽出法が塩素同位体比評価に与

える影響」 
H18.10 

発表 日本地下水学会 2006年秋季講演会「岩石間隙水の抽出法と水質評価の適用性検討」 H18.10 

発表 
日本地下水学会 2006年秋季講演会「オーストラリア大鑽井盆地の難透水層内での 36Clの分

布」 
H18.10 

発表 
日本地下水学会 2006年秋季講演会「堆積岩における溶存ヘリウムの拡散係数と拡散に対す

る粘土の影響」 
H18.10 

発表 日本原子力学会 2007年秋の大会「地下水中におけるフルボ酸の移行挙動」 H19.09 

発表 
日本地下水学会 2008年秋季講演会「溶存 Srイオンにおける 87Sr/86Srと地下水年代の関係

についての検討」 
H20.10 

発表 日本地下水学会 2008年秋季講演会「小孔径井戸に対応する被圧不活性採水器の開発」 H20.10 
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発表 
日本地下水学会 2009年秋季講演会「pH緩衝液を用いた簡便かつ高精度な蛍光染料定量法の

提案」 
H21.10 

発表 
日本地下水学会 2009年秋季講演会「北海道幌延地域における 4He・36Cl法による地下水年

代評価の試み」 
H21.10 

発表 
日本地下水学会 2009年秋季講演会「塩素同位体(36Cl、δ37Cl)によるオーストラリア大鑽

井盆地の難透水層の輸送現象の評価」 
H21.10 

発表 日本地球惑星科学連合 2010年大会「地下水年代測定技術の開発」 H22.05 
発表 日本地球惑星科学連合 2010年大会「幌延地域における地下水年代測定法の適用」 H22.05 
発表 日本地球惑星科学連合 2010年大会「瑞浪における地下水年代測定の適用」 H22.05 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年大会「低透水性岩盤に対する地下水年代測定適用のための技

術開発」 
H22.05 

講演 地下水ネット「地下水流動解析と地下水年代の比較」 H20.12 

特許 出願 No. 2006-020924 希ガスの抽出方法 
H18.01 
出願中 

特許 出願 No. 2008-214323 地下水採水装置 
H20.08 
出願中 

特許 出願 No. 2009-175043 孔口昇降装置 
H21.07 
出願中 

特許 出願 No.2010-093559 試料液の蛍光染料濃度の測定方法 
H22.04 
出願中 

特許 
出願 No.2010-14598 36Cl含有塩化物イオンの分離方法及びこれを利用した加速器質量分

析用試料の作製方法 
H22.08 
出願中 

海底地下水湧出探査技術高度化調査関連 

発表 
2006年度日本地球化学会年会「プラスチックシンチレータを用いた現場型ラドンセンサの

開発」 
H18.09 

発表 日本地下水学会 2006年秋季講演会「ラドンセンサによる海底地下水湧水探査手法の開発」 H18.10 

発表 2007年度日本海洋学会春季大会「現場型ラドンセンサの開発」 H19.03 

発表 2007年度日本海洋学会春季大会「音響トモグラフィーによる海底湧水計測」 H19.03 

発表 2008年度日本海洋学会秋季大会「海底湧水検知のための計測手法」 H20.09 

特許 出願 No. 2007-216462  海底湧出流体の検出装置 H19.08 

特許 出願 No. 2007-216463  海底湧出状況検出システム H19.08 

岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査関連 

論文 土木学会論文集 論文集部門 C「高粘性流体の注入による有効間隙率と流れの次元の評価」 H19.02 

論文 
Journal of the Mining and Materials Processing Institute of Japan「岩盤を対象とし

た原位置トレーサ試験の現状」 
H20.11 

発表 土木学会第 61回年次学術講演会「原位置トレーサ試験機器の開発 -孔内装置の検討-」 H18.09 

発表 
NAGAR 5th International Steering committee Meeting ” Tracer Experiment Project 
-Tracer tool testing and Fracture characterization –“ 

H19.06 

発表 土木学会第 62回年次学術講演会「原位置トレーサ試験機器の開発(2)」 H19.09 

発表 
土木学会第 62回年次学術講演会「トレーサ試験逆解析時の初期値設定へのタグチメソッド

の適用」 
H19.09 

発表 
物理探査学会第 118回学術講演会「音響トモグラフィ法による硬質岩盤中の水みち探査へ

の適用-高粘性流体を使用した花崗岩ブロックによる実験結果-」 
H20.05 

発表 
NAGAR 6th International Steering committee Meeting 「C-FRS CRIEPI Fractured Rock 
Studies」 

H20.06 

発表 
日本地下水学会 2008年秋季講演会「トレーサ試験による岩盤割れ目特性評価の数値シミュ

レーション」 
H20.11 

発表 
日本地下水学会 2008年秋季講演会「原位置トレーサ試験装置が有する不確実性要因と評価

結果に及ぼす影響について」 
H20.11 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「原位置トレーサ試験機器の開発(3)-投入フラックスへの

影響因子の検討-」 
H21.09 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「高粘性流体の注入による割れ目の特性評価方法の室内試

験による検討」 
H21.09 

発表 日本地下水学会 2009年秋季講演会「極小試験区間を設定できる水理試験用パッカーの開発」 H21.10 
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発表 日本地球惑星科学連合 2010年大会「岩盤中物質移行特性評価技術の開発」 H22.05 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年大会「音響トモグラフィ法を用いた硬質岩盤中における水み

ち探査の試み」 
H22.05 

発表 第 45回地盤工学研究発表会「溶質移行特性同定へのトレーサ試験手法の影響」 H22.08 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「トレーサ試験の評価結果に対する投入フラックス推定誤

差の影響」 
H22.09 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「高粘性流体の注入による割れ目の特性評価方法の原位置

試験による検討」 
H22.09 

特許 出願 No. 2006-163612 地盤内流体流動特性調査方法 
H18.06 
出願中 

特許 出願 No. 2007-224717 亀裂内流体試験装置 
H19.03 
出願中 

特許 出願 No. 2009-119140 流体採集装置 
H21.05 
出願中 

特許 出願 No. 2009-193111 パッカー一体型水理試験装置 
H21.08 
出願中 

特許 出願 No. 2010-076437 ラドンフラックスの測定方法 
H22.03 
出願中 

 
表 26．論文、投稿、発表、特許リスト（地質環境総合評価技術高度化開発） 

 題目・メディア等 時期 

論文 
社会技術研究会 社会技術研究論文集「高レベル放射性廃棄物の 終処分地選定に関わる

地質環境調査の社会技術的アプローチ」 
H18.10 

論文 
Proceedings of Waste Management 2009 Conference「Development of Next-generation 
Technology of Integrated Site Characterization for Deep Geological Repositories」 

H21.3 

論文 
Proc. ICEM'09: 12th International Conference on Environmental and Radioactive Waste 
Management「Use of the Safety Case to Focus KMS Applications」 

H21.10 

論文 
Proc. ICEM'09: 12th International Conference on Environmental and Radioactive Waste 
Management「Practical application of the KMS: 2）Site Characterization」 

H21.10 

論文 
第 54回地盤工学シンポジウム論文集「超深地層研究所計画－地表からの調査予測研究段階

（第 1段階）の成果と今後の展望－」 
H21.11 

発表 
Proceeding of the 11th International High-Level Radioactive Waste Management 
Conference「Development of the web-based site investigation flow diagram for HLW 
repository development」 

H18.4 

発表 
土木学会第 61回年次学術講演会「地下施設への湧水量評価に関する調査システムフローの

検討」 
H18.9 

発表 
土木学会第 61回年次学術講演会「沿岸域における複数の塩水成分を考慮した密度流解析に

よる地下水流動の評価について」 
H18.9 

発表 
土木学会第 61回年次学術講演会「不連続性岩盤における地下水流動場の評価手法について

－決定論的割れ目と地球統計学的手法のハイブリッド型モデリング－」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 2007年秋の大会「地質環境調査における調査システムフローの開発とその

応用（その１）調査システムフローの構築と活用方策に関する検討」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 2007年秋の大会「地質環境調査における調査システムフローの開発とその

応用(その２)調査システムフローを活用した情報管理システムの検討」 
H19.9 

発表 
Proceeding of 2007 International Symposium on Radiation Safety Management「Knowledge 
Management Issue on Geological Disposal for Long-lived Radioactive Waste」 

H19.11 

発表 
Proceeding of 2007 International Symposium on Radiation Safety Management「Study on 
Information Management System for Site Characterization of Radioactive Waste Disposal 
Based on Site Investigation Flow Diagram」 

H19.11 

発表 
日本原子力学会 第 24回バックエンド夏期セミナー「次世代型サイト特性調査情報統合シ

ステム －(1)開発のアプローチと開発計画－」 
H20.7 

発表 
日本原子力学会 第 24回バックエンド夏期セミナー「次世代型サイト特性調査情報統合シ

ステム －(2)地質環境調査事例の分析とそれによるルールベース化の試行－」 
H20.7 

発表 
日本原子力学会 第 24回バックエンド夏期セミナー「沿岸域プロジェクト －北海道幌延

町の沿岸域における地質環境に関する調査・評価技術の整備－」 
H20.7 
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発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発 (1)

基本的考え方」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発 (2)

地質環境総合評価に関わる知識の分類」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発 (3)

東濃地域の地質環境調査事例を対象とした統合化データフローダイアグラムの作成の履歴分

析」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発 (4)

東濃地域の地質環境調査事例を対象としたボーリング調査のノウハウや判断根拠の分析」 H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発 (5)

諸外国の地質環境調査事例を対象としたノウハウや判断根拠の分析」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発 (6)

沿岸域を対象とした統合化データフローダイアグラムの構築」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発 (7)

沿岸域を対象とした地質環境調査・評価のノウハウや判断根拠の抽出と整理」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発 (8)

システムの基本設計」 
H20.9 

発表 日本原子力学会 2008年秋の大会「沿岸域プロジェクト (1)全体計画」 H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「沿岸域プロジェクト (2)幌延町の沿岸域を対象とした

既存上尾方の収集・解釈と地上物理探査による地質構造と水質分布の推定」 
H20.9 

発表 
物理探査学会第 119回（平成 20年度秋季）学術講演会「幌延沿岸域を対象とした地質環境

の調査・評価技術の整備」 
H20.10 

発表 
日本地下水学会 2008年秋季講演会「品質確保を考慮したシーケンシャル水理試験手法のル

ール化の試み」 
H20.11 

発表 
日本地下水学会 2008年秋季講演会「水理地質構造モデルの構築及び地下水流動解析におけ

るノウハウや判断根拠に関わる情報の抽出・分類・整理 －岐阜県東濃地域での調査研究を例

として－」 
H20.11 

発表 
日本地球惑星科学連合 2009年大会「地上からの地質環境特性評価技術の知識化 （その１ 水

理試験）」 
H21.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2009年大会「地上からの地質環境特性評価技術の知識化 （その 2 水

理地質構造モデルの構築および地下水流動解析）」 
H21.5 

発表 
日本原子力学会 第 25回バックエンド夏期セミナー「幌延深地層研究所計画 地質環境調

査技術開発 －沿岸域を対象とした地下水流動の評価手法－」 
H21.7 

発表 

日本原子力学会 第 25 回バックエンド夏期セミナー「地質環境総合評価技術高度化開発

（ISIS） －国内外の沿岸域における物理探査・ボーリング孔での検層技術を対象とした情

報の抽出及び分析－」 
H21.7 

発表 
日本原子力学会 第 25 回バックエンド夏期セミナー「地質環境総合評価技術高度化開発

（ISIS）幌延地域の地質環境調査事例を対象とした情報の抽出及び分析 －隆起速度の算出

に焦点をあてた分析－」 
H21.7 

発表 
日本原子力学会 第 25 回バックエンド夏期セミナー「地質環境総合評価技術高度化開発

（ISIS） －沿岸域における調査計画立案手法の整理－」 
H21.7 

発表 
日本原子力学会 2009年秋の大会「深地層の科学的研究における地質環境調査のノウハウ・

判断根拠等の分析・整理 (1)瑞浪超深地層研究所におけるボーリング調査計画の 適化」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009年秋の大会「深地層の科学的研究における地質環境調査のノウハウ・

判断根拠等の分析・整理 (2)瑞浪超深地層研究所における地下水流動の調査・解析」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009年秋の大会「深地層の科学的研究における地質環境調査のノウハウ・

判断根拠等の分析・整理 (3)深地層の研究施設計画における調査手法の付加体地域への適用

性検討」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009年秋の大会「深地層の科学的研究における地質環境調査のノウハウ・

判断根拠等の分析・整理 (4)幌延深地層研究計画における地質環境の長期安定性に関する調

査事例」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009年秋の大会「深地層の科学的研究における地質環境調査のノウハウ・

判断根拠等の分析・整理 (5)沿岸域における物理探査事例」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009年秋の大会「深地層の科学的研究における地質環境調査のノウハウ・

判断根拠等の分析・整理 (6)沿岸域におけるボーリング調査技術に関する調査事例」 
H21.9 
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発表 
日本原子力学会 2009年秋の大会「深地層の科学的研究における地質環境調査のノウハウ・

判断根拠等の分析・整理 (7)沿岸域における地下水流動解析事例」 
H21.9 

発表 
物理探査学会第 120回（平成 21年度秋季）学術講演会「次世代型サイト特性調査情報統合

システムの開発 －国内外の沿岸域における物理探査・ボーリング孔での検層技術を対象と

したノウハウ・判断根拠等の分析・整理－」 
H21.11 

発表 
2009 AGU (American Geophysical Union) Fall Meeting「Development of an advanced support 
system for site investigations」 

H21.12 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年度大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発(1)

システム開発の概要」 
H22.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年度大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発(2)

地質環境モデルの構築から調査計画策定の考え方」 
H22.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年度大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発(3)

地質環境モデル構築領域設定及び地下水流動モデル構築の考え方」 
H22.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年度大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発（4）

地質モデル構築の考え方」 
H22.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年度大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発(5)

エキスパートシステム構築ソフトウェアの開発」 
H22.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年度大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発(6)

全体調査計画の立案に関わるエキスパートシステムの開発」 
H22.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年度大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発(7)

地球化学調査に関わるエキスパートシステムの構築」 
H22.5 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年度大会「次世代型サイト特性調査情報統合システムの開発（8）

地質環境の長期安定性に関する調査を対象としたエキスパートシステムの開発」 
H22.5 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会 第 26回バックエンド夏期セミナー「次世代型サイト特

性調査情報統合システム（ISIS）の開発の現状①全体概要」 
H22.8 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会 第 26回バックエンド夏期セミナー「次世代型サイト特

性調査情報統合システム（ISIS）の開発の現状②地質環境モデル構築に関わるエキスパート

システムの作成」 
H22.8 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会 第 26回バックエンド夏期セミナー「次世代型サイト特

性調査情報統合システム（ISIS）の開発の現状③計画立案に関するエキスパートシステムの

作成」 
H22.8 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会 第 26回バックエンド夏期セミナー「次世代型サイト特

性調査情報統合システム（ISIS）の開発の現状④地質環境の長期安定性調査に関する調査を

対象としたエキスパートシステムの作成」 
H22.8 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会 第 26回バックエンド夏期セミナー「次世代型サイト特

性調査情報統合システム（ISIS）の開発の現状⑤ボーリング調査に基づく水質データに関す

る品質管理に関するエキスパートシステムの検討」 
H22.8 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会 第 26回バックエンド夏期セミナー「次世代型サイト特

性調査情報統合システム（ISIS）の開発の現状⑥ボーリング調査に基づく水理試験データの

品質管理に関するエキスパートシステムの作成」 
H22.8 

WS Technical Workshop of Geophysical investigations in Coastal Area H20.12 
WS 地質環境モデル構築に関するワークショップ H21.11 

セミ

ナー 
幌延 URL（長期安定性）を対象とした知識の分析・整理」に関する意見交換会（平成 21年

度第 1回）（首都大学東京、地形・地質学研究室） 
H21.6 

セミ

ナー 
幌延 URL（長期安定性）を対象とした知識の分析・整理」に関する意見交換会（平成 21年

度第回）（東京大学大学院、自然環境学専攻） 
H21.11 

セミ

ナー 
幌延 URL（長期安定性）を対象とした知識の分析・整理」に関する意見交換会（平成 21年

度第 3回）（新潟大学理学部及び同大学院自然科学研究科、構造地質セミナー） 
H21.11 

セミ

ナー 
幌延 URL（長期安定性）を対象とした知識の分析・整理」に関する意見交換会（平成 21年

度第 4回）（新潟大学教育学部、生活地圏環境セミナー） 
H21.12 

セミ

ナー 
地質環境の長期安定性に関する調査・解析を対象とした情報の分析・整理に関する意見交

換会（平成 22年度第 1回）（首都大学東京、地形・地質学研究室） 
H22.7 

 
表 27．論文、投稿、発表、特許リスト 

（沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発） 
 題目・メディア等 時期 
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塩淡境界／地下水総合評価関連 

論文 
IAH Selected Paper「The chemical evolution of groundwater with 14C dating in recharge 
zone」 

H21.05 
受理 

論文 
Journal of Hydrology「Separation of dissolved Kr from a water sample by means of a 
hollow fiber membrane」 

H21.07 

論文 
日本地下水学会、地下水学会誌、52巻 2号「間隙水の化学的性質と地下水流動との関係 ～

3段階で遠心分離した砂岩間隙水の水質分析結果に基づいて～」 
H22.05 

論文 
日本地下水学会、地下水学会誌、「日本列島における地形・地質条件に基づく地下水面の推

定」 
H22.08 
受理 

論文 
日本地下水学会、地下水学会誌、52巻 4号「幌延沿岸域における地下水流動・塩淡境界解

析の初期モデル構築」 
H22.11 

発表 2009年度日本地下水学会「帯水層群別評価による深部地下水流動系評価」 H21.05 

発表 
日本地下水学会 2009年春季講演会「ボーリング掘削水のコア間隙水への浸透～原位置にお

ける気泡掘りと泥水掘りの比較～ 
H21.05 

発表 2009年度日本水文科学会「隣接する小流域における基盤岩地下水の挙動と水質形成過程」 H21.10 

発表 
日本地下水学会 2010年春季大会「幌延沿岸域における地下水流動・塩淡境界解析の解析条

件」 
H22.05 

発表 日本地下水学会 2010年春季大会「地質条件に基づいた地下水位の予測の試み」 H22.05 

発表 
日本地球惑星科学連合 2010年合同大会「幌延町の沿岸域における深層オールコアボーリン

グの地質」 
H22.05 

発表 
International Association of Mathematical Geology「Deep Groundwater and Geological 
Structure Research on a Coastal Area in Japan」 

H22.10 

資料 
地質ニュース「ドイツにおける放射性廃棄物の地層処分に関連した地下施設の現状と処分

に向けた取り組み」 
H21.11 

著書 日本地下水学会「地下水のトレーサー試験」 H21.06 

沿岸域地質構造／断層評価技術関連 

論文 
東京地学協会、地学雑誌 Vol.115, No.3「海底電磁法探査による伏在断層や地下水理情報

の取得可能性について」 H18.06 

論文 
7th International Workshop on the Application of Geophysics to Rock Engineering，

「Study on creating hydraulic tomography for crystalline rock using frequency dependent 
elastic wave velocity」 

H19.07 

論文 
11th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste 
Management，「Study on creating hydraulic tomography for crystalline rock using frequency 
dependent elastic wave velocity」 

H19.09 

論文 
地盤工学会、地盤の環境・計測技術に関するシンポジウム 2007「複数周波数の弾性波を用

いたトモグラフィ測定による透水場構築に関する研究」 
H19.12 

論文 
Exploration Geophysics、Vol.39, No.1「Fast numerical methods for marine 
controlled-source electromagnetic (EM) survey data based on multigrid quasi-linear 
approximation and iterative EM migration」 

H20.04 

論文 
物理探査学会、創立６０周年記念シンポジウム、 新の物理探査適用事例集「高レベル放

射性廃棄物処分事業の概要調査段階に向けた物理探査技術高度化開発の概要」 
H20.10 

論文 
SEG Expanmded abstracts、Vol.27「Three-dimensional electromagnetic holographic 
imaging in offshore petroleum exploration」 

H20.11 

論文 
物理探査学会、物理探査、62巻 3号「弾性波速度の分散特性を用いた岩盤の透水係数イメ

ージング手法に関する実験的研究」 
H21.09 

論文 
日本計算工学会論文集 2009「反復法ライブラリ Lisを用いた地磁気地電流法の差分法 3次

元数値計算」 
H21.10 

論文 
Proceedings of the 9th SEGJ International Symposium Imaging and Interpretation

「Calculation of seafloor direct current electric potentials by 3D finite element method 
using isoparametric elements」 

H21.11 

発表 
物理探査学会第 114回学術講演会「デバインテストサイトにおける速度異方性を考慮した

弾性波トモグラフィ解析」 
H18.05 

発表 物理探査学会第 114回学術講演会「地層処分におけるフルウェーブトモグラフィ技術開発 H18.05 
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（その２）－米国デバインテストサイトにおける適用事例－」 

発表 
物理探査学会第 114回学術講演会「スウィープ波形を用いた弾性波速度の分散特性解析に

関する検討」 
H18.05

発表 土木学会平成 18年度全国大会「弾性波試験における走時読取手法に関する考察」 H18.09

発表 
物理探査学会第 115回学術講演会「弾性波速度の分散特性を用いた岩盤中の透水係数分布

把握に関する検討」 
H18.10 

発表 
物理探査学会第 115回学術講演会「地層処分における電磁法解析技術の開発（その６）－

北海道幌延町における AMT法３次元調査－」 
H18.10 

発表 
物理探査学会第 115回学術講演会「地層処分における電磁法解析技術の開発（その７）－

サンアンドレアス断層を対象にした MT法３次元調査－」 
H18.10 

発表 
物理探査学会第 115回学術講演会「超磁歪材を用いた孔内震源開発（その２）－デバイン

試験場における伝播試験－」 
H18.10 

発表 
The 8th SEGJ International Symposium，「Estimation of hydraulic characteristics in 
rock mass by using elastic wave dispersion」（京都） 

H18.11 

発表 
American Geophysical Union，AGU FALL MEETING，「Marine Electromagnetic System 
Development in the Shallow Water Environment for Radioactive Waste Repository Site 
Investigation」 

H18.12 

発表 
日本地球惑星科学連合 2007年大会「スウィープ波形を用いたランダム不均質構造における

波動伝播解析」 
H19.05 

発表 
物理探査学会第 116回学術講演会「スウィープ波形を用いた弾性波速度の分散特性解析に

関する検討（その 2）」 
H19.05 

発表 
物理探査学会第 116回学術講演会「弾性波速度の分散特性を用いた岩盤の透水トモグラム

の評価手法に関する研究－透水試験結果との対比－」 
H19.05 

発表 
物理探査学会第 116回学術講演会「海洋人工信号源電磁探査法における数値解析の現状と

展望 (1) 積分方程式法とその近似解法」 
H19.05 

発表 
物理探査学会第 116回学術講演会「海洋人工信号源電磁探査法における数値解析の現状と

展望 (2) 積分方程式法と電磁マイグレーションを利用した逆解析法について」 
H19.05 

発表 
土木学会平成 19年度全国大会「間隙水で飽和した岩盤中の弾性波速度分散現象を用いた透

水場構築手法」 
H19.09 

発表 
物理探査学会第 117回学術講演会「地層処分における電磁法解析技術の開発（その 8）－中

華人民共和国甘粛省北山地域における 3次元調査」 
H19.10 

発表 
物理探査学会第 117回学術講演会「地層処分におけるフルウェーブトモグラフィ技術開発

（その 3）－スイスグリムゼルテストサイトにおける適用事例－」 
H19.10 

発表 
物理探査学会第 117回学術講演会「高レベル放射性廃棄物地層処分における物理探査技術

開発と確証試験の評価」 
H19.10 

発表 
物理探査学会第 117回学術講演会「地層処分における電磁法解析技術の開発（その 9）－北

海道幌延町における 3次元調査－」 
H19.10 

発表 
物理探査学会第 117回学術講演会「電気・電磁探査法数値解析における連立方程式数値解

法の基礎研究」 
H19.10 

発表 MT 3D Inversion Workshop, Dubrin, Ireland「Smooth 3D inversion of the MT data for 
comparison: finite-difference modeling and least-」 

H20.03 

発表 
物理探査学会第 118回学術講演会「地層処分における海底電磁法機器の製作（その５）－

沿岸域における波浪ノイズの検討－」 
H20.05 

発表 
物理探査学会第 118回学術講演会「弾性波速度の分散特性を用いた岩盤中の透水係数分布

把握に関する検討－結晶質岩中の水理場構築事例－」 
H20.05 

発表 
物理探査学会第 118回学術講演会「地層処分における電磁法解析技術の開発（その８）－

地下水塩分濃度分布の検討－」 
H20.05 

発表 日本地球惑星科学連合 2008年大会「物理探査による塩分濃度推定手法の検討」 H20.05 

発表 日本地球惑星科学連合 2008年大会「弾性波速度分散現象を用いた透水場構築手法について」 H20.05 

発表 物理探査学会第 120回学術講演会「海域・沿岸域における電気探査法適用のための任意配

置電極対応 1次元数値計算手法」 
H20.05 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「沿岸域の地質構造調査に向けた海底電磁法技術の高度化開発－

その１：高度化開発の概要」 
H20.09 

発表 物理探査学会第 119回学術講演会「海洋および沿岸域における電気・電磁探査法適用に向

けた数値モデリング技術の開発」 
H20.10 
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発表 物理探査学会第 119回学術講演会「幌延における弾性定数と間隙率の関係の検討」 H20.10 

発表 
19th International Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Beijing, China

「Magnetotelluric survey in Horonobe coastal area, Hokkaido, Japan」 
H20.10 

発表 日本鉱業協会平成 20年度物探委員会講演会 「海域・沿岸域での電気・電磁探査について」 H21.02 

発表 
日本原子力学会 春の年会「沿岸域の地質構造調査に向けた海底電磁法技術の高度化開発－

その２：装置開発と検証－」 
H21.03 

発表 日本原子力学会 春の年会「沿岸域の地質構造調査に向けた海底電磁法技術の高度化開発－

その３：装置の実証試験－」 
H21.03 

発表 日本原子力学会 秋の大会「沿岸域の地質構造調査に向けた海底電磁法技術の高度化開発－

その４：幌延沿岸域における適用試験－」 
H21.09 

発表 物理探査学会第 121回学術講演会「幌延地域の沿岸域電磁法調査（その１）－調査の概要

－」 
H21.11 

発表 物理探査学会第 121回学術講演会「幌延地域の沿岸域電磁法調査（その２）－調査結果と

その解釈－」 
H21.11 

発表 物理探査学会第 121回学術講演会「幌延地域の沿岸域電磁法調査（その３）－岩石物理学

的解釈手法の検討－」 
H21.11 

発表 
物理探査学会第 121回学術講演会「二粒子モデルを用いた弾性波速度と電気伝導度の組合

せ解釈」 H21.11 

発表 
第 2回国際クリロフ京都フォーラム「Application of Lis (Library of Iterative Solvers 
for Linear Systems), to 3D Numerical Modeling of Electromagnetic Methods for Geophysical 
Exploration」 

H22.03 

発表 物理探査学会第 122回（平成 22年度春季）学術講演会「幌延沿岸域における反射法地震探

査」 
H22.06 

発表 物理探査学会第 122回（平成 22年度春季）学術講演会「二粒子モデルを用いた間隙水電気

伝導度の推定 −幌延沿岸域における適用例−」 
H22.06 

発表 物理探査学会第 122回（平成 22年度春季）学術講演会「浅海電磁探査システムの改良・動

作試験と幌延沿岸域における予備実験」 
H22.06 

発表 物理探査学会第 122回（平成 22年度春季）学術講演会「沿岸域 MT法における 2次元解析

の検討と幌延沿岸域データへの適用」 
H22.06 

投稿 総合土木研究所、基礎工、第 34巻第 9号「深部地質環境の把握に係わる調査技術」 H18.09 

投稿 
電力土木技術協会、電力土木 No.329、「弾性波トモグラフィによる岩盤透水性分布評価手

法の開発」 
H19.05 

特許 
出願 No. 2004-335313 単独型地下探査装置、ケーブル型地下探査装置および海底地下探

査方法 
H16.11 
公開 

特許 特許 No.4257525号 岩盤における透水場の構築方法 
H21.5 
登録 

関連データベース関連 

論文 
Energy Procedia 「Saturation states dependence of feldspar dissolution rate: 
Sensitivity to the timescale of geochemical processes on CO2 geological sequestration」 

H21.02 

論文 
Energy Procedia 「Formation-water database on saline aquifer in Japan: assessment 
of solubility trapping in open aquifer storage of CO2」 

H21.02 

論文 日本地下水学会、地下水学会誌「日本列島における主要な平野と盆地の地下水資源量評価」 印刷中 

論文 
日本水文科学会、日本水文科学会誌、40巻 1号「日本列島における海底地下水湧出量の分

布」 
H22.03 

論文 
応用地質学会、応用地質、51巻、1号「地質図の 3次元化に着目した地質情報の活用にか

かわる研究の動向と課題」 
H22.04 

発表 
2009年度日本地下水学会春季講演会 「平野・盆地における地下水資源量見積のための地質

深度分布の評価」 
H21.05 

発表 
2009年度日本地下水学会春季講演会「全国地下水・水文環境図の作成ならびに関連 DBの構

築」 
H21.05 

発表 
2009年度日本地熱学会学術講演会 「地下水流動・熱輸送解析を用いた熱交換量マップの作

成」 
H21.11 

発表 
日本地下水学会 2009年秋季講演会「日本列島の主要な平野，盆地における地下水賦存量の

見積」 
H21.11 

発表 日本地球惑星科学連合 2010年合同大会「Evaluation of groundwater resources in Germany H22.05 
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and Japan」 

発表 日本地球惑星科学連合 2010年合同大会「地下水賦存量と人口動態との比較」 H22.05 

 
表 28．論文、投稿、発表、特許リスト 

（先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発） 
 題目・メディア等 時期 

論文 
WM2009「The Challenge of Development of a Holistic Waste Management Approach to Support 
the Nuclear Renaissance」 

H21.3 

論文 MRS’09「Supporting Development of Practical Designs for a Japanese HLW Repository」 H21.5 

論文 
MRS’09「Application of Formal Knowledge Engineering Approaches to Develop a Design 
Catalogue for a Japanese HLW Repository 

H21.5 

論文 ICEM2009「Practical Application of the KMS: 1) Total System Performance Assessment」 H21.10 
論文 ICEM2009「Challenges for the JAEA KMS: Fostering Inventive Design and Problem Solving」 H21.10 

論文 
4th International  Conference on the Science and Technology for Advanced Ceramics

「Surface Structure of Iron Phosphate Glasses with Ultra-high Chemical Durability by 
X-ray Photoelectron Spectroscopy」 

H22.6 

発表 
日本原子力学会 2007 年秋の大会「現実的性能評価技術の開発（その 1）- 3 次元核種移行

解析へのアプローチ -」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 2007年秋の大会「現実的性能評価技術の開発（その 2）- 変質層の形成機

構を考慮したガラス固化体溶解解析モデルの開発 -」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 2007年秋の大会「現実的性能評価技術の開発（その 3）- オーバーパック

からの応力によるガラス固化体破砕解析 -」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 2007年秋の大会「セーフティケースへのナチュラル・アナログ的アプロー

チ（その 1） - ナチュラル・アナログ重点課題 -」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 2007年秋の大会「セーフティケースへのナチュラル・アナログ的アプロー

チ（その 2） - 地下水の化学特性や岩石の鉱物学的特徴に着目した評価 -」 
H19.9 

発表 
4th Japan-Korea Workshop on RadWaste「Assessment of dissolution of vitrified waste 
by the coupling analysis model based on Monte Carlo method」 

H20.5 

発表 
日本原子力学会 2008年秋の大会「原子力の持続的発展を支えるための廃棄物処分システム

の開発 (1) プロジェクトの全体概要」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008年秋の大会「原子力の持続的発展を支えるための廃棄物処分システム

の開発(2) 統合性能評価の方法論の開発 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008年秋の大会「原子力の持続的発展を支えるための廃棄物処分システム

の開発(3) 課題探索的性能評価の方法論の開発 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008年秋の大会「原子力の持続的発展を支えるための廃棄物処分システム

の開発(4) 廃棄物処分の 適化のための方法論の開発 
H20.9 

発表 日本原子力学会 2009年秋の大会「Srと Csを吸着した無機イオン交換体の焼結固化試験」 H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009年秋の大会「先進サイクルシステムへのホウケイ酸ガラス固化適用性

確認試験」 
H21.9 

発表 
26回「バックエンド」夏期セミナー「燃料サイクルの条件に応じた廃棄物特性の定量的評

価～「廃棄物特性定量評価ツール」の開発～」 
H22.8 

発表 
日本粘土学会第 54回粘土科学討論会「第一原理電子状態計算によるモンモリロナイト端面

の構造と吸着水の挙動」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010年秋の大会「知識工学を利用した地層処分性能評価レポート作成支援

システム（PAIRS）の開発と適用事例」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010年秋の大会「核燃料サイクルに応じた体系的な廃棄物管理に関するシ

ステムズアナリシス」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010年秋の大会「先進サイクルシステムへのホウケイ酸ガラス固化適用性

確認試験 (2) Mo分離オプションを適用した HLLWに対するガラス固化試験」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010年秋の大会「乾式再処理工程から発生する廃棄塩の安定化/固化技術

開発 (1) 鉄リン酸塩ガラスの適用性に関する検討」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010年秋の大会「乾式再処理工程から発生する廃棄塩の安定化/固化技術

開発 (2) 鉄リン酸塩ガラス固化体の基礎物性」 
H22.9 

国際
協力 JNEAPフェーズ I第２回廃棄物管理 WG H19.9 
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国際
協力 JNEAPフェーズ I第３回廃棄物管理 WG H19.12 

国際
協力 JNEAPフェーズ I第４回廃棄物管理 WG H20.3 

国際
協力 第２回日米原子力運営委員会 H20.5 

国際
協力 JNEAPフェーズ II第１回廃棄物管理 WG H21.7 

国際
協力 JNEAPフェーズ II第２回廃棄物管理 WG H21.12 

国際
協力 第３回日米原子力運営委員会 H22.2 

国際
協力 JNEAPフェーズ II第３回廃棄物管理 WG H22.8 

国際
WS 次世代型性能評価モデルに関するワークショップ H21.12 

国際
WS 

処分場の成立性、安全性の観点から岩盤特性を把握するための実際的アプローチの論点整
理 H22.10 

 
表 29．論文、投稿、発表、特許リスト（処分システム化学影響評価高度化開発） 
 題目・メディア等 時期 

論文 
Applied Clay Science「A study of the mineralogical alteration of bentonite in saline 

water」 
H20.3 

論文 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXII「Influence of humic acid on 

sorption of sedimentary rock for Se and Th」 
H21.6 

論文 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXII「Diffusion and sorption of Cs 

in Horonobe-URL's sedimentary rock : comparison of obtained retardation parameters 
between batch sorption and intact diffusion experiments」 

H21.6 

論文 
地下水学会誌「深部地下水の物理化学パラメータ（ｐH、酸化還元電位）の測定とその留

意点」 
H21.8 

論文 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXII「Sorption and retardation 

processes of Cs in granite under groundwater conditions」 
H21.6 

論文 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXII「3D random walk simulation of 

migration behavior of radionuclide in a granite core」 H21.6 

論文 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXIII「Diffusion of Cesium and Iodine 
in compacted sodium montmorillonite under different saline conditions」 H21.12 

論文 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXIII「Development of scenario 

analysis and database for quantitative sanalysis of microbial effects on the 
repository performance」 

H21.12 

論文 
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXIV「Influence of operational 

conditions on retardation parameters measured by diffusion experiment in compacted 
bentonite」 

H22.11 

論文 
Radiochimca Acta 「Diffusion and sorption of neptunium(V) in compacted montmorillonite: 
effects of carbonate and salinity」 H22.11 

論文 
Radiochimca Acta 「Sorption and Diffusion of Eu in Sedimentary Rock in the Presence 

of Humic Substances」 H22.11 

論文 
Advances in Natural Organic Matter and Humic Substbaces Research 2008-2010  

「Structural Characteristics of Deep Groundwater Humic Substances in Horonobe Area, 
Hokkaido, Japan」 

H22.7 

論文 JAEA-Research 2008-025「地層処分における微生物影響評価に関する研究（２）」 H20.3 

論文 
JAEA-Review 2008-050「地層処分における酸化還元フロントに及ぼす放射線の影響に関

する既往研究調査」 
H20.8 

論文 
JAEA-Research 2009-037「高レベルおよび TRU廃棄物地層処分の性能評価のための JAEA

熱力学データベース：コバルトおよびニッケルの熱力学データ選定」 
H21.9 

論文 
JAEA-Research 2009-069「地層処分安全評価のために現象論的収着・拡散モデル/データベー

スの開発－ベントナイト系プロトタイプモデル/データベースの開発－」 
H22.3 

論文 
JAEA-Data 2009-024「JAEA Thermodynamic Database for Performance Assessment of 

Geological Disposal of High-level Radioactive and TRU Wastes」 
H22.3 

論文 JAEA-Review 2010-010「高レベルおよび TRU廃棄物地層処分の性能評価のための JAEA熱 H21.3 
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力学データベース：モリブデンの熱力学データ選定」 
発表 Migration 2007「Imaging of migration channel in granite」 H19.8 

発表 
Migration 2007「Retardation capacity of altered deep granitic rock inevitably 

distributed along fault and fractured zone in Japan」 
H19.8 

発表 
Migration 2007「Retardation behavior of granite core for Cs in underground water 

condition」 
H19.8 

発表 
日本原子力学会秋の大会「花崗岩コアの Cs+ 移行挙動検討；（1）花崗岩コアにおける移

行遅延挙動及びモデル」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「花崗岩コアの Cs+ 移行挙動検討；（2）花崗岩コア内収着遅延

移行経路の可視化」 
H19.9 

発表 
第 50回放射線化学討論会「塩化ナトリウム及び炭酸ナトリウム水溶液のα線分解による

生成物蓄積挙動シミュレーション」 
H19.10 

発表 
ASR2007「Simulation of Alpha-Radiolysis of NaCl and NaHCO3 Aqueous Solutions 

Relevant to High-Level Radioactive Waste Disposal」 
H19.11 

発表 
Interface Against Pollution (IAP2008)「Estimation of constrictivity relevant to 

diffusion in sedimentary rocks based on X-ray CT image」 
H20.6 

発表 
2nd Asia-Pacific Symposium on Radiation Chemistry「Helium ion beam radiolysis of 

sodium bicarbonate aqueous solution」 
H20.9 

発表 
Extremophiles 2008「Microbial studies of groundwater from the borehole H17-1-01 

in Horonobe, Japan」 
H20.9 

発表 
Extremophiles 2008「Microbial communities of groundwater from deep borehole HDB-10 

in Horonobe, Japan」 
H20.9 

発表 日本原子力学会秋の大会「塩濃縮・析出現象評価技術の開発」 H20.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「地層処分模擬環境における炭素鋼の不動態化と腐食速度に及

ぼす温度の影響」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「高温条件下での鉄－ベントナイト相互作用に関する実験的研

究」 
H20.9 

発表 日本原子力学会秋の大会「フミン物質共存下における堆積岩中の Se, Th移行挙動」 H20.9 
発表 日本原子力学会秋の大会 「X 線 CT による稚内層の硬質頁岩の 3次元間隙構造解析」 H20.9 
発表 日本原子力学会秋の大会「地層処分の安全評価に対する微生物影響評価に関する検討」 H20.9 
発表 日本原子力学会秋の大会「微生物増殖・代謝速度に及ぼす電子受容体種類の影響」 H20.9 

発表 
7th International Symposium of Subsurface Microbiology「Quantification of microbial 

biomass in groundwater for safety assessment of geological disposal of nuclear waste」 
H20.11 

発表 
7th International Symposium of Subsurface Microbiology「Temperature constraints 

methane production in subsurface environments of Horonobe, Hokkaido, Japan」 
H20.11 

発表 
7th International Symposium of Subsurface Microbiology「Estimation of growth 

parameters corresponding to microbial communities in laboratory columns」 
H20.11 

発表 
7th International Symposium of Subsurface Microbiology「Experiments using 

laboratory columns to monitor anaerobic microbial reactions」 
H20.11 

発表 
International Workshop for the Iron-Bentonite Interaction「Experimental 

investigation of iron-bentonite interaction under high temperature conditions」 
H20.11 

発表 
日本微生物生態学会 第 24回大会「深部地下圏におけるメタン生成活性：北海道幌延地

域を対象とした研究（第三報）」 
H20.11 

発表 
Materials Research Society Fall Meeting「Influence of humic acid on sorption of 

sedimentary rock for Se and Th」 
H20.12 

発表 
Materials Research Society Fall Meeting「Diffusion and sorption of Cs in 

Horonobe-URL's sedimentary rock : comparison of obtained retardation parameters 
between batch sorption and intact diffusion experiments」 

H20.12 

発表 
日本原子力学会春の年会「幌延堆積岩中の Csの移行遅延パラメータの実験的評価とモデル

化」 
H21.3 

発表 
The 33th International Symposium “Scientific Basis for Nuclear Waste Management”

「Development of a scenario and database for analysis of microbial effects on the 
repository performance」 

H21.5 

発表 
The 33th International Symposium “Scientific Basis for Nuclear Waste Management”

「Diffusion of Cesium and Iodine in Compacted Montmorillonite under Different 
Salinity Conditions」 

H21.5 
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発表 
地球惑星科学連合大会 2009年大会「水環境試料からの効率的な DNA抽出方法の開発及び

リアルタイム PCRによる細菌数の計測」 
H21.5 

発表 
KBS-3H Safety Case Subproject Meeting, Fe-Clay studies「Studies of iron-bentonite 

interactions in JAEA」 
H21.6 

発表 
Goldschmidt 2009「Quantification of microbial communities in groundwater using 

real-time PCR」 
H21.6 

発表 
Goldschmidt 2009「Modelling microbially mediated redox processes in lake 

sediments」 
H21.6 

発表 Goldschmidt 2009「Influence of boundary condition in compacted bentonite」 H21.6 

発表 
Goldschmidt 2009「Ionic diffusion and retardation in Horonobe sedimentary rock : 

clay-based model approach」 
H21.6 

発表 
Radiation Chemistry in the 21st Century「Effect of dissolved hydrogen on the helium 

ion beam radiolysis of hydrogen peroxide aqueous solution」 
H21.7 

発表 
3rd Diffusion Fundamentals Conference 2009「3D X-ray CT and diffusion measurements 

to assess tortuosity and constrictivity in a sedimentary rock」 
H21.8 

発表 
土木学会平成 21年度全国大会 第 64回年次学術講演会「緩衝材中の塩濃縮・析出現象評

価に向けた数値実験システムの開発」 
H21.9 

発表 日本原子力学会秋の大会「バリア複合化学影響調査(1)塩濃縮・析出現象評価技術の開発」 H21.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「バリア複合化学影響調査(2)炭素鋼の不動態化挙動と腐食速度

に及ぼす温度の影響」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「バリア複合化学影響調査(3)鉄共存下でのベントナイトの変質

－実験及び天然での事例から示唆される現象－」 
H21.9 

発表 日本原子力学会秋の大会「PHREEQC-2を用いた地下水組成への微生物影響評価」 H21.9 

発表 日本原子力学会秋の大会「稚内層の珪質泥岩間隙の屈曲度及び収れん度の測定」 H21.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「核種移行評価のための現象論的モデル/データベースの開発

(1)ベントナイトの表面化学と核種の収着現象のモデル化」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「核種移行評価のための現象論的モデル/データベースの開発

(2)圧縮ベントナイトの核種の拡散現象のモデル化」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「核種移行評価のための現象論的モデル/データベースの開発

(3)収着・拡散複合現象へのモデル適用とデータベース化」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「圧縮ベントナイト間隙水の物理化学特性：浸透圧測定による

間隙水の状態評価」 
H21.9 

発表 
19th International Symposia on Environmental Biogeochemistry「Unveil the depth of 

microbial methane production in a sedimentary rock subsurface system」 
H21.9 

発表 
19th International Symposia on Environmental Biogeochemistry「Modeling of the 

microbe-rock-water system batch experiments」 
H21.9 

発表 
Migration 2009「Diffusion and sorption behaviors of Th and Eu in sedimentary rock 

in the presence of humic substance」 
H21.9 

発表 
Migration 2009「Diffusion of Neptunium(V) in compacted montmorillonite: effects 

of salinity and carbonate」 
H21.9 

発表 
Migration 2009「Eu(III) binding abilities of dissolved humic substances isolated 

from deep groundwater in Horonobe area, Hokkaido, Japan」 
H21.9 

発表 
Migration 2009「Modeling the sorption of Ni(II), Am(III), Th(IV), Np(V), U(VI) and 

Se(IV) on clay minerals and bentonite」 
H21.9 

発表 

An international conference and workshop：Impact of Thermo-Hydro-Mechanical- 
Chemical (THMC) processes on the safety of underground radioactive waste repos- 
itories「Development of Prototype Numerical Model on the Coupled Thermo-Hydro- 
Mechanical-Chemical Processes in the Near Field of a High-Level Radioactive Waste 
Repository」 

H21.9 

発表 
第 25回日本腐植物質学会「北海道幌延地域の深部地下水から分離・精製した溶存腐植物

質に対する Eu(III)の結合特性」 
H21.11 

発表 

Environmental Mineralogy & Biogeochemistry Research 2010「Scanning electron microscopy 
observations of the microbial effects on intact, fractured mudstone from Horonobe 
(Japan) – a model for microbial influences on the geological disposal of radioactive 
waste」 

H22.4 

発表 The 2nd Deep Carbon Cycle International Conference「Competitive methanogenesis from H22.4 
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organic and inorganic substrates in a warm soup of deep subsurface」 

発表 日本地球惑星科学連合 2010年大会「岩盤が有する酸化還元緩衝能力に関する原位置試験」 H22.5 

発表 
Goldschmidt 2010「Biogeochemical modelling of water-rock-microbe system in Horonobe 
area, Japan」 

H22.6 

発表 
Goldschmidt 2010: Comparative study of diffusion of HDO in compacted Na- and 

Cs-montmorillonites charactericaed by three-dimensional X-ray tomographic imaging 
technique 

H22.6 

発表 
XV Meeting of the International Humic Substacnes Society「Structural 

Characteristics of Deep Groundwater Humic Substances in Horonobe Area, Hokkaido, 
Japan」 

H22.6 

発表 
13th International Symposium on Microbial Ecology 「 DENITRIFICATION IN ANOXIC 
GROUNDWATER AT 140 M DEPTH IN SEDIMENTARY HORIZON」 

H22.8 

発表 
13th International Symposium on Microbial Ecology「POSSIBLE DEPTHS FOR METHANOGENESIS 
IN DEEP SUBSURFACE ENVIRONMENT OF SEDIMENTARY GEOLOGICAL SETTING」 

H22.8 

発表 
日本原子力学会秋の大会「圧縮ベントナイト中の核種移行評価手法の高度化開発(1) 圧

縮系の収着・拡散データ取得手法の開発」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「圧縮ベントナイト中の核種移行評価手法の高度化開発(2) 現

象論的収着・拡散モデル/データベースの開発」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「圧縮ベントナイト中の核種移行評価手法の高度化開発(3) 高

収着性 Amの収着・拡散データの取得・評価手法の開発」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「圧縮ベントナイト中の核種移行評価手法の高度化開発(4) 単

一細孔・均質媒体近似に基づく拡散モデルの改良」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会秋の大会「圧縮ベントナイト中の核種移行評価手法の高度化開発(5)X線

ナノ CTによる圧縮ベントナイトの内部微細構造解析」 
H22.9 

発表 
International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science(NCSS2010): 

Orientation of Hydroxyl Groups on Clay Mineral Surfaces Probed by Infrared 
Multiple-Angle Incidence Resolution Spectrometry (IR-MAIRS) 

H22.9 

発表 
8th International Congress on Extremophiles (Extremophiles 2010),「Quantitative 
analysis of microbial community in deep subsurface in Horonobe area」 

H22.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「幌延の原位置微生物による酸化還元影響の評価 (1)調査坑道に

おける原位置試験」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「幌延の原位置微生物による酸化還元影響の評価 (2)ジャーファ

ーメンターを用いたバッチ試験」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「幌延の原位置微生物による酸化還元影響の評価 (3)PHREEQC-2

による解析」 
H22.9 

発表 
2010 年度 日本地球化学会年会「幌延深地層研究所における水理・地球化学特性評価技術

開発の現状」 
H22.9 

国際

ＷＳ 
Workshop on Microbial Effects on the Repository Performance and Its Uncertainties 

H20.11 

国際

ＷＳ 
International workshop on mechanistic understanding of radionuclide migration in 
compacted / intact systems 

H21.1 

 
表 30．論文、投稿、発表、特許リスト（処分システム工学要素技術開発） 

 題目・メディア等 時期 

論文 
原子力学会英文誌 ｢Long-Term Integrity of Waste Package Final Closure for HLW 
Geological Disposal (IV) Influence of Welding and Prediction of Long-Term Integrity 
of Weld Joint｣ 

H18.8 

論文 原子力学会英文誌 ｢Buffer Construction Technique by means of Granular Bentonite｣ H18.8 

論文 
日本原子力学会ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ部会誌 原子力ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ研究 ｢地下深部岩盤中における無線ﾃﾞｰ

ﾀ通信特性に関する検討｣ 
H18.9 

論文 
Journal of NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY ｢Buffer Construction Technique Using 
Granular Bentonite｣ 

H19.3 

論文 
Journal of NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY ｢Feasibility Study on Transportation 
Techniques Employing Air-Bearing System for Pre-Assembled Waste Package at Drift Tunnel 
of HLW Repository｣ 

H19.3 
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論文 
原子力学会英文誌 ｢Feasibility Study on Transportation Techniques Employing 
Air-Bearing System for Pre-Assembled Engineered Barrier Module at Drift Tunnel of HLW 
Repository-｣ 

H19.8 

論文 
WM2008 Phoenix ｢Durable Media for Long-term Preservation of Geological Repository 

Records｣ 
H20.2 

論文 
原子力学会英文誌 ｢Long-Term Integrity of Waste Package Final Closure for HLW 
Geological Disposal (V) Applicability of MAG Welding Method to Overpack Final Closure｣ 

H20.9 

論文 
CORROSION誌 ｢Susceptibility to Stress corrosion crocking for Low Carbon Steel Welds 
in Carbonate-Bicarbonate Solution｣ 

H20.12 

論文 
MRS'09 Symposium「Wireless transmission monitoring in a geological disposal 
repository(I) Concepts and Advantages」 

H21.5 

論文 
MRS'09 Symposium「Wireless transmission monitoring in a geological disposal 
repository(II) Research and Development」 

H21.5 

論文 
International Workshop on Structural Health Monitoring「Measuring Temperature and 
Pressure by Optical-Fiber Sensor in a Stratum-Disposal」 

H21.9 

論文 ISRSM「Wireless transmission monitoring methodology for geological disposal」 H21.11 

論文 
原子力学会英文誌「Long-Term Integrity of Waste Package Final Closure for HLW 
Geological Disposal (Ⅵ) Consistency of the Structural Intergrity Evaluation Model for 
the Weld Joint」 

H22.1 

発表 
日本原子力学会 第22回バックエンド夏期セミナー「Study on Remote Operation Technology 
at HLW Repository」 

H18.7 

発表 
日本原子力学会 第22回バックエンド夏期セミナー「粒状ベントナイトを用いた緩衝材定置

技術の開発－横置き定置方法実規模充填試験－」 
H18.7 

発表 土木学会 第61回年次学術講演会「緩衝材の遮蔽性能に関する検討」 H18.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「オーバーパックの遠隔溶接・検査技術の開発 (5)溶接継手の

長期健全性の予測」 
H18.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「高レベル放射性廃棄物地層処分の遠隔ハンドリング・定置技術

の開発(2)処分孔への三次元遠隔計測システムの適用性試験」 
H18.9 

発表 
腐食防食協会 材料と環境討論会「炭素鋼オーバーパック溶接部の応力腐食割れ感受性に関

する検討」 
H18.9 

発表 

Workshop on Design and Assessment of Radioactive Waste Packages, 
October21-22,Bergen「Study on Evaluation Method of the Long-Term Integrity of Waste 
Package Final Closure 」 

H18.10 

発表 
2006 EAFORM Conference 「Development of Welding and Inspection Techniques for Final 
Closure of Overpack」 

H18.11 

発表 

Corrosion/2007 Research in Progress Symposium - 「Corrosion Behavior of the Weld Zone 
of Carbon Steel Overpack for HLW Disposal: Corrosion Behavior under the Aerobic 
Condition at the Early Stage of the Post-Closure Repository Phase」 

H19.3 

発表 
土木学会 第62回年次学術講演会「ベントナイトペレットとベントナイトスラリーを併用す

る隙間充てん方法に関する研究」 
H19.9 

発表 
土木学会 第62回年次学術講演会「放射性廃棄物処分を対象とした無線モニタリングの通信

効率向上に関する検討」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「高レベル放射性廃棄物地層処分の遠隔ハンドリング・定置技術

の開発(3)撮像による計測システムの適用性試験」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「高レベル放射性廃棄物地層処分の遠隔ハンドリング・定置技術

の開発(4)緩衝材の遮へい性に関する検討」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「地層処分モニタリングシステムについて―（その１）概要と位

置付け―」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「地層処分モニタリングシステムについて―（その２）モニタリ

ング技術メニューの開発―」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「地層処分モニタリングシステムについて―（その３）地層処分

における無線モニタリングに供する低周波電磁波の伝播挙動評価手法に関する検討―」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「地層処分モニタリングシステムについて―（その４）光ファイ

バセンサを用いた、温度、圧力、pH測定―」 
H19.9 

発表 
腐食防食協会 材料と環境討論会「炭素鋼オーバーパック溶接部の酸化性雰囲気における腐

食挙動評価」 
H19.9 
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発表 
東京工業大学原子炉工学研究所 特別講演会 「地層処分施設の概念と放射性物質の閉じ込

め機能の健全性評価」 
H19.11 

発表 
日本原子力学会 春の年会「地層処分モニタリングシステム―（その５）地層処分モニタリ

ングの範囲とカテゴリー分類」 
H20.3 

発表 
日本原子力学会 春の年会「地層処分モニタリングシステム―（その６）地下構造物中での

低周波無線伝送解析(2)」 
H20.3 

発表 
日本原子力学会 春の年会「高レベル放射性廃棄物地層処分の遠隔ハンドリング・定置技術

の開発(6)緩衝材の施工品質管理の方法の検討(その1)緩衝材の密度計測について」 
H20.3 

発表 
日本原子力学会 春の年会「高レベル放射性廃棄物地層処分の遠隔ハンドリング・定置技術

の開発(7)緩衝材の施工品質管理の方法の検討(その2)熱伝導率による緩衝材の密度管理方

法」 
H20.3 

発表 
International Conference Underground Disposal Unit Design & Emplacement Processes 
for a Deep Geological Repository.「 Full-Scale Demonstration of EBS Construction 
Technology, (I) Block, Pellet and In-Situ Compaction method」 

H20.6 

発表 

International Conference Underground Disposal Unit Design & Emplacement Processes 
for a Deep Geological Repository.「FULL-SCALE DEMONSTRATION OF EBS CONSTRUCTION 
TECHNOLOGY, (II) DESIGN, MANUFACTURING AND TRANSPORTATION OF PRE-FABRICATED EBS 
MODULE(PEM)」 

H20.6 

発表 
土木学会 第63回年次学術講演会「横置き定置方式における緩衝材周辺隙間へのベントナイ

トペレットの充てん方法に関する研究」 
H20.9 

発表 
腐食防食協会 材料と環境討論会「炭素鋼オーバーパック溶接部の低酸素濃度雰囲気におけ

る腐食挙動及び水素吸収挙動評価」 H20.9 

発表 
MRS2008 fall meeting, Symposium Q: Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXXII 

「 Corrosion Behavior of Weld Zone of Carbon Steel Overpack for HLW Geological 
Disposal 」 

H20.12 

発表 
モニタリング国際ワークショップ（RWMC, Nirex主催）「R&D Activities of RWMC in 
Monitoring Project」 

H21.2 

発表 
日本原子力学会 春の年会「地層処分モニタリングシステム―（その７）モニタリング技術

の体系的整理に向けた技術メニューの枠組みに関する検討」 
H21.3 

発表 
日本原子力学会 春の年会「地層処分モニタリングシステム―（その８）低周波帯電磁波を

用いたデータ伝送技術の地中構造物における解析的検討」 
H21.3 

発表 
7th International Conference on NDE「Concept of NDE Systems for Waste Package Final 
Closure of HLW (High-Level Radioactive Waste) Geological Disposal」 

H21.5 

発表 月刊『溶接技術』2009年 7月号「厚板高能率溶接への設計・施工的観点からのアプローチ」 H21.7 

発表 
土木学会 第 64 回年次学術講演会「高レベル放射性廃棄物地層処分における無線電波伝搬

技術地下坑道試験および電波伝搬シミュレーション技術の検討」 
H21.9 

発表 
土木学会 第 64 回年次学術講演会「高レベル放射性廃棄物地層処分における記録保存計画

を策定する際の判断材料の調査」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「地層処分モニタリングシステム(その９) 
FBG式光ファイバセンサによる圧力・温度の多点計測への試み」 

H21.9 

発表 
溶接学会 溶接冶金研究委員会「Concept of NDE systems for Waste Package Final Closure 
of HLW Geological Disposal」 

H21.9 

発表 
溶接学会 秋季全国大会「極厚板の高能率 TIG溶接法の開発－仮付け溶接なし はめ込み溶

接法の開発－」 
H21.9 

発表 
腐食防食協会 材料と環境討論会講演「ベントナイト共存下での炭素鋼オーバーパック溶

接部の応力腐食割れ感受性に関する検討」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 春の年会「計測技術の現状を踏まえた水理地質構造のモデル化における留

意事項」 
H22.3 

発表 
4th international workshop on long-term prediction of corrosion damage in nuclear 
waste systems Long-Term Integrity of Overpack Closure Weld for HLW Geological Disposal, 
(I)Prediction and Evaluation Method for Structural Integrity of the Weld Joint 

H22.6 
 

発表 
4th international workshop on long-term prediction of corrosion damage in nuclear 
waste systems Long-Term Integrity of Overpack Closure Weld for HLW Geological Disposal, 
(II) Corrosion Property under Anaerobic Condition 

H22.6 

発表 
日本原子力学会 第 26 回バックエンド夏期セミナー「炭素鋼オーバーパック溶接部の耐食

性に関する検討」 
H22.7 
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発表 
土木学会 第65回年次学術講演会「再冠水過程が緩衝材の施工品質に与える影響に関する研

究（その１）全体試験計画及びベントナイトの膨潤圧による均質化評価」 
H22.9 

発表 
土木学会 第65回年次学術講演会「再冠水過程が緩衝材の施工品質に与える影響に関する研

究（その２）ベントナイトの膨潤挙動に関する一考察」 
H22.9 

発表 
土木学会 第65回年次学術講演会「高レベル放射性廃棄物処分場における無線通信技術の遠

隔定置装置への要求仕様例の提示」 
H22.9 

発表 土木学会 第65回年次学術講演会「緩衝材の膨出現象に伴う密度変化に関する解析的評価」 H22.9 

発表 
土木学会 第65回年次学術講演会「高レベル放射性廃棄物処分を対象としたベントナイトグ

ラウトの適用性について」 
H22.9 

発表 土木学会 第65回年次学術講演会「廃棄体回収のための塩水を利用した緩衝材除去技術」 H22.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会 「塩水を利用した緩衝材除去方法の検討－(7)緩衝材除去の効率

化の検討（不飽和条件）－」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会 「塩水を利用した緩衝材除去方法の検討－(8)緩衝材除去の効率

化の検討（飽和条件）－」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 秋の年会 「高レベル放射性廃棄物処分場における無線通信技術の遠隔定

置装置への適用対象検討」 
H22.9 

発表 
ICEM2010 「Design Options for HLW Repository Operation Technology,(Ⅰ) Demonstration 
and Evaluation of Remote Handling Technologies」 

H22.9 

発表 
ICEM2010 「Design Options for HLW Repository Operation Technology,(Ⅱ) Bentonite 
Block Forming and Vertical Emplacement」 

H22.9 

発表 
ICEM2010 「Design Options for HLW Repository Operation Technology,(Ⅲ) Transportation 
and Horizontal Emplacement of Pre-Fabricated EBS Module(PEM)」 

H22.9 

発表 
ICEM2010 「Design Options for HLW Repository Operation Technology,(Ⅳ) Shotclay 
Technique for Seamless Construction of EBS」 

H22.9 

発表 
ICEM2010 「Design Options for HLW Repository Operation Technology,(Ⅴ) Preliminary 
Study and Small Scale Experiments on the Method of Removal of Buffer Material with Salt 
Solution」 

H22.9 

発表 
ICEM2010 「Full-scale Test Of Overpack Closure Techniques for HLW Repository Operation 

– Welding Methods and UT Systems for Long-Term Structural Integrity of Weld Joints -」 H22.9 

発表 
腐食防食協会 第57材料と環境討論会講演「炭素鋼溶接金属の水素脆化割れに及ぼす微小

欠陥の影響」 
H22.10 

 

表 31．論文、投稿、発表、特許リスト（人工バリア材料照射影響評価）  
 題目・メディア等 時期 

論文 
Physical Review ｢Initial Stage of Copper Precipitation in an Fe-Cu Model Alloy Studied 
by Positron Annihilation Coincidence Doppler Broadening and Electrical Resistivity ｣ 審査中 

発表 
The 14th International Conference on Positron Annihilation「Positron trapping rate 
into Cu nanoprecipitates by positron annihilation age-momentum correlation technique」 H18.7 

 
表 32．論文、投稿、発表、特許リスト（地下坑道施工技術高度化開発）  

 題目・メディア等 時期 
論文 NEA「Accelerated Hydration of High Silica Cements」 H21.11 
論文 JAEA-Data 2010-005「地層処分を対象としたグラウト材料の開発」 H22.3 

論文 
ICONE-18「Development of Superfine Spherical SIlica Grout as an Alternative Grouting 
Material for the Geological Disposal of Long-Lived Radioactive Waste」 

H22.5 

発表 
土木学会第 63回年次学術講演会「高レベル放射性廃棄物処分に向けた湧水抑制対策技術の

高度化開発」 
H20.10 

発表 
土木学会第 63回年次学術講演会「アルカリ性セメントグラウト材料の基礎物性に関する検

討」 
H20.10 

発表 土木学会第 63回年次学術講演会「亀裂性岩盤のグラウトによる湧水抑制効果の予察的検討」 H20.10 

発表 
第 38回岩盤力学に関するシンポジウム「結晶質岩中の地下坑道掘削を対象としたグラウ

ト効果に関する研究」 
H21.1 

発表 
第 38回岩盤力学に関するシンポジウム「結晶質岩中の地下坑道掘削を対象としたグラウ

ト効果に関する研究(2)- グラウト施工時の透水試験手法の改良 -」 
H21.1 

発表 
第 38回岩盤力学に関するシンポジウム「晶質岩中の地下坑道掘削を対象としたグラウト

効果に関する研究（3）-プレグラウトによる湧水抑制効果の数値解析的検討-」 
H21.1 

発表 SINOROCK2009「Studies on Grouting Performance in Mizunami Underground Research H21.5 
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Laboratory」 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 1）

－平成 20年度の実施概要―」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 2）

－グラウト材料の開発－」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 3）

－低アルカリ性セメント系グラウト材料の配合選定－」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 4）

－低アルカリ性セメント系グラウト材料の亀裂浸透性に関する実験的研究－」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 5）

－溶液型グラウト材料の適用性に関する試験－」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 6）

－超微粒子球状シリカグラウト材料に関する基礎物性試験－」 H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 7）

－地層処分場を対象としたグラウト設計・施工手順の検討－」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 8）

－高水圧環境下を対象としたグラウト注入装置の性能確認試験－」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 9）

－グラウト浸透モデルの適用性に関する検討－」 H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 10）

－原位置適用性試験計画－」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 11）

－グラウト影響評価技術の開発－」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009年 秋の大会「低アルカリ性セメントを用いたグラウトの動的注入

工法の適用性試験」 
H21.9 

発表 3rd GEMS Workshop「Solubility Models of C-S-H gel」 H22.6 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 1）

－3年目のプロトタイプ―」 
H22.9 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 2）

－低アルカリ性セメント系グラウト材料の基礎物性と亀裂浸透性との関係－」 
H22.9 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 3）

－溶液型グラウト材料の長期耐久性試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 4）

－超微粒子球状シリカグラウトの配合選定試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 5）

－幌延 URL原位置適用性試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 6）

－グラウト浸透モデルによる原位置注入試験結果の事後分析－」 
H22.9 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 7）

－グラウト注入試験の計画立案に向けた予備調査の実施－」 
H22.9 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「地層処分におけるグラウト技術の高度化開発（その 8）

－割れ目周辺のグラウト浸透状況調査－」 
H22.9 

特許 特願２００９−２１１５０９  「注入材の施工方法」 H21.9 
審査中 

 
表 33．論文、投稿、発表、特許リスト（人工バリア長期性能評価技術開発）  

 題目・メディア等 時期 

論文 
CHINESE JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND ENGINEERING Vol.25 No.4「GAS MIGRATION TEST AT 
GRIMSEL TEST SITE」 

H18.4 

論文 
2006 International High-Level Radioactive Waste Management Conference「A 2-PHASE,3-D 
FLOW MODELING FOR THE GAS MIGRATION TEST」 

H18.4 

論文 
2006 International High-Level Radioactive Waste Management Conference「 MODELING 
APPROACHES FOR THE DESIGN AND ANALYSIS OF THE GAS MIGRATION TEST(GMT) AT THE GRIMSEL TEST 
SITE, SWITZERLAND」 

H18.4 

論文 
Topseal2006（Europian Nuclear Society）「Experimental and modeling study on the long-term 
performance of the engineering barrier system of TRU waste repository」 H18.9 

論文 
Topseal2006（Europian Nuclear Society）「Alteration of the cementitious material under 
the saline environment」 H18.9 
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論文 
The 11th International Conference on Environmental remediation and radioactive waste 
Management “ICEM’07 「A new user-friendly experiment visual database system application 
to the Gas Migration Test (GMT) at the Grimsel Test Site」 

H19.9 

論文 

Proceedings of Materials Research Society: The 33rd International Symposium 
“Scientific Basis for Nuclear Waste Management”「Effect of Calcium Silicate Hydrate 
Precipitates at Cementitious and Bentonite Material Interface on Long-Term Engineered 
Barrier System Performance in TRU Waste Disposal Facilities」 

H21.5 

発表 
日本原子力学会 秋の年会「人工バリア長期性能確証試験(5) －ベントナイト系材料の変質

に及ぼす Naイオンの影響－」 H18.9 

発表 
土木学会第 61回年次学術講演会「グリムゼル岩盤実験場におけるガス移行挙動試験のモデル

化」 H18.9 

発表 
土木学会第 61 回年次学術講演会「ガス移行挙動確証試験(GMT)の活用を目的としたデータベ

ース試構築」 H18.9 

発表 
日本原子力学会第 23 回バックエンド夏期セミナー「人工バリア情報管理システム（Image）

の概要」 H19.7 

発表 日本原子力学会 秋の大会「人工バリア長期性能確証試験(6)－試験及び解析の概要－」 H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリア長期性能確証試験(7)－セメント系材料の変質現象の

地球化学モデルによる検討－」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリア長期性能確証試験(8)－ベントナイト系材料の鉱物変

質と溶解－」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリア長期性能確証試験(9)－セメント系材料とベントナイ

ト系材料との界面で生じる変質現象の確認試験－」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリア長期性能確証試験(10)－人工バリア長期性能評価及

び不確実性低減に関する考察と課題－」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリア長期性能確証試験(11)－経年コンクリートを用いた

ナチュラルアナログ検討－」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリア長期性能確証試験(12)－アルカリ影響により変質し

たベントナイトの分析手法の高度化－」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「３次元２相流動モデリングによる原位置ガス移行挙動の概念化

に関する検討」 
H19.9 

発表 
土木学会第 62 回年次学術講演会「ガス移行挙動確証試験（GMT）の活用を目的としたデータ

ベースの構築（第 2報）」 
H19.9 

発表 
Clays in natural & engineered barriers for radio active waste confinement Lille 2007

「Gas migration through bentonite/sand: lessons learned from the GMT in-situ test」 
H19.9 

発表 
原子力学会第 24回バックエンド夏期セミナー「人工バリア変質の信頼性向上に関する検討－

不確実性とその低減に関する検討－」 
H20.7 

発表 日本原子力学会 秋の大会「人工バリアの長期挙動の評価(1)－全体概要－」 H20.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリアの長期挙動の評価(2)－経年コンクリートを用いた変

質データの取得－」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリアの長期挙動の評価(3)－セメント・ベントナイト相互

作用により生成した二次鉱物の同定と定量－」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「人工バリアの長期挙動の評価(4)－干渉計を用いた圧縮スメクタ

イトの溶解速度測定－」 
H20.9 

発表 日本原子力学会 秋の大会「工学規模 S/B供試体の長期飽和挙動に関する解析的検討」 H20.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「TRU 地層処分システムのガス移行挙動評価に関する予察解析と

課題検討」 
H20.9 

発表 
日本粘土学会第 52 回粘土科学討論会「粘土とセメントの相互作用に関する XAFS を用いた研

究」 
H20.9 

発表 
2008 the 2nd conference of East Asia Forum on radwaste management「Numerical Analysis 
on the Long-Term Performance of Engineered Barrier System of TRU Waste Repository」 

H20.10 

発表 
文部科学省「先端研究施設共用イノベーション創出事業」“つくば４機関連携ワークショッ

プ：イノベーションつくば 2008「放射性廃棄物地層処分における人工バリアの Ca の状態分析 
－人工バリア中のセメントとベントナイトの相互作用－」 

H20.12 

発表 
科学技術振興機構（JST）主催 微小部・微量 X線分析法」に関する国際強化支援シンポジウ

ム「XAFS studies for evaluation of the barrier system in the geological disposal for 
radioactive waste」 

H21.2 

発表 
原子力学会第 25回バックエンド夏期セミナー「セメント―ベントナイト相互作用によるベン

トナイト側での C-S-Hの沈殿」 
H21.7 

発表 日本 XAFS研究会第 12回 XAFS討論会「TRU廃棄物地層処分における人工バリア変質に関する H21.9 
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XAFSによる Caの状態分析」 

発表 
日本原子力学会 2009 年秋の大会「人工バリアの長期挙動の評価(5)－セメント・ベントナイ

ト相互作用により生成した二次鉱物の同定と定量（Ⅱ）－」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009 年秋の大会「人工バリアの長期挙動の評価(6)－自動圧縮セルを用いた

圧縮スメクタイト溶解速度の干渉計測定－」 
H21.9 

発表 土木学会第 64回年次学術講演会「ベントナイトの初期含水比が飽和膨潤特性に及ぼす影響」 H21.9 
発表 土木学会第 64回年次学術講演会「飽和・不飽和ベントナイトの圧密特性とそのモデル化」 H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「TRU地層処分システムにおけるガス移行長期挙動評価解析

の高度化研究（その１）」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「TRU地層処分システムにおけるガス移行長期挙動評価解析

の高度化研究（その２）」 
H21.9 

発表 
土木学会第 64回年次学術講演会「発熱及び注水条件下における高密度ベントナイト内水分移

動機構の詳細解析」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 第 26回バックエンド夏季セミナー「高アルカリ水の影響を受けたスメクタ

イトの天然事例の調査」 
H22.8 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「飽和ベントナイトのガス移行試験とガス経路の可視化の検

討」 
H22.9 

発表 
土木学会第 65回年次学術講演会「水-ガス-応力連成解析によるベントナイト中のガス移行挙

動に関する検討」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010年秋の大会「TRU廃棄物処分ガス移行挙動評価手法の構築－時系列状態

変化表を用いた評価手法の構築－」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010 年秋の大会「人工バリアの長期挙動の評価(7)－圧縮挙動とスメクタイ

ト溶解速度の干渉計測定－」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010 年秋の大会「人工バリアの長期挙動の評価(8)－ベントナイト緩衝材の

長期挙動に関する化学/力学連成解析－」 
H22.9 

広報資料 
高エネルギー加速器研究機構殿ユーザーレポート「XAFS Analysis of the Strucure of Ca in 
Engineered Barrier Materials」 

H22.7 

 
表 34．論文、投稿、発表、特許リスト 

（ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発）  
 題目・メディア等 時期 

論文 
Material Research Society 2006 Fall Meeting Boston「Aqueous Dissolution of Silver 
Iodide and Associated Iodine Release under Reducing Conditions with Sulfide」 

H18.11 

論文 
ICEM'07 Belgium「Development of iodine immobilization technique by low temperature 
vitrification with BIPBO2I」 

H19.9 

論文 
MRS2007 Symposium on the Scientific Basis for Nuclear Waste Management Sheffield 

「Immobilization of Radioactive Iodine using AgI vitrification technique for the TRU 
waste disposal: Evaluation of Leaching and Surface Properties」 

H19.9 

論文 
日本原子力学会 Journal of NUCLEAR SCIENCE and TECHNOLOGY, Vol.45,No.9 「Aqueous 
Dissolution of Silver Iodide and Associated Iodine Release under Reducing Conditions 
with FeCl2 Solution」 

H20.9 

論文 
日本原子力学会 バックエンド部会誌 Vol.15, No.1「TRU廃棄物地層処分における C-14の

長期閉じ込め型パッケージの開発 その１ 高強度高緻密コンクリート製長期閉じ込め型容

器の化学的耐久性に関する研究」 
H20.9 

論文 
日本原子力学会 バックエンド部会誌 Vol.15, No.1「TRU廃棄物地層処分における C-14の

長期閉じ込め型パッケージの開発 その２ チタン合金を用いた金属容器」 
H20.9 

論文 
Radiation Physics and Chemistry 77, 434-438 「Decomposition of 14C Containing Organic 
Molecules Released from Radioactive Waste by Gamma-Radiolysis under Repository 
Conditions」 

H20.6 

論文 
日本材料学会 材料誌 第 58 巻 第 6 号 「岩石と高強度高緻密コンクリートにおけるサ

ブクリティカルき裂進展と長期強度」 
H21.6 

論文 
International Journal of Fracture 「Subcritical crack growth and long-term strength 
in rock and cementitious material 」 

H21.10 

論文 
ICEM'09 LIVERPOOL 「FURTHER DEVELOPMENT OF IODINE IMMOBILIZATION TECHNIQUE BY LOW 

TEMPERATURE VITRIFICATION WITH BIPBO2I」 
H21.10 

論文 ISRSM 2009 Daejeon 「EVALUATON OF C-14 ACTIVITY IN IRRADIATD BWR FUEL CLADDING FOR THE H21.11 
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SOURCE TERM ASSESSMENT OF THE HULLS AND ENDPIECES」 
広報
資料 

日立評論 Vol.91 No.2 原子力エネルギーの長期安定供給を支える燃料サイクル技術 H21.2 
広報
資料 

太平洋セメント研究報告第 158号「ダクタルを用いた放射性廃棄物処分用容器の開発」 H22.6 

発表 
平成 18年度資源素材学会北海道支部春期講演会 「セメント系材料におけるサブクリティ

カル亀裂進展」 
H18.6 

発表 日本原子力学会 第 22回バックエンド夏期セミナー 「チタンの水素脆化寿命評価」 H18.7 

発表 
第 27回西日本岩盤工学シンポジウム 「セメント系材料におけるサブクリティカル亀裂進

展に関する実験的研究」 
H18.8 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「「ヨウ素固定化技術開発(3)」－TRU 廃棄物地層処分における

固化体の長期性能－」 
H18.9 

発表 日本原子力学会 秋の大会「「ヨウ素固定化技術開発(4)」－岩石固化技術－」 H18.9 
発表 日本原子力学会 秋の大会「「ヨウ素固定化技術開発(5)」－ＡｇＩガラス固化技術－」 H18.9 
発表 日本原子力学会 秋の大会「「ヨウ素固定化技術開発(6)」－BPIガラス固化技術－」 H18.9 
発表 日本原子力学会 秋の大会「「ヨウ素固定化技術開発(7)」－セメント固化技術－」 H18.9 
発表 日本原子力学会 秋の大会「「ヨウ素固定化技術開発(8)」-合成ソーダライト固化技術-」 H18.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会 「放射化金属廃棄物の C-14の放出移行に関する研究－（３）

廃棄物からの放射線による有機 C-14の分解挙動－」 
H18.9 

発表 
日本原子力学会 2006年秋の大会 「放射化金属廃棄物の C-14の放出移行に関する研究－

（４）放射化金属廃棄物試料の性状調査と予察試験－」 
H18.9 

発表 
Mobile Fission and Activation Products in Nuclear Waste Disposal, France 「DEVELOPMENT 
OF IMMOBILIZATION TECHNIQUES OF RADIOACTIVE IODINE FOR GEOLOGICAL DISPOSAL」 

H19.1 

発表 
Mobile Fission and Activation Products in Nuclear Waste Disposal, France 

「CHARACTERIZATION OF HULL WASTE IN UNDERGROUND CONDITION」 
H19.1 

発表 日本原子力学会 秋の大会 「還元雰囲気におけるヨウ化銀の溶解挙動－pH依存性」 H19.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会 「水素ガス発生量及び吸収量測定によるジルカロイの腐食速

度の評価」 
H19.9 

発表 
ICEM'07 Belgium 「Decomposition of 14C Containing Organic Molecules Released from 
Radioactive Waste by Gamma-Radiolysis under Repository Conditions」 

H19.9 

発表 
平成 19年度（2007年）資源・素材学会秋季大会 名古屋 「水中におけるセメント系材料

のサブクリティカルき裂進展」 
H19.9 

発表 
日本原子力学会 2008 年春の年会 「放射化金属中の C-14 インベントリの合理的設定方法

の検討－ (1) 照射済み BWR被覆管中の C-14濃度 －」 
H20.3 

発表 
日本コンクリート工学協会 コンクリート工学年次大会 2008 福岡 「地下環境における

高強度高緻密コンクリートの水浸透挙動に関する検討」 
H20.7 

発表 
1st Southern Hemisphere international Rock Mechanics Symposium, 2008, Perth, Western 
Australia 「Study of subcritical crack growth and long-term strength for rock and 
cementitious material for radioactive waste disposal」 

H20.9 

発表 
日本原子力学会 2008年秋の年会 「「ヨウ素固定化技術開発(9)」－岩石固化体の処理条

件と物性の相関－」 H20.9 

発表 
2008 the 2nd conference of East Asia Forum on radwaste management  Tokyo 

「Immobilization of Iodine-129 using AgI vitrification technique for the TRU waste 
disposal in Japan」 

H20.10 

発表 
2008 the 2nd conference of East Asia Forum on radwaste management  Tokyo 

「Manufacturing of high-durability TRU waste package made of High-Strength and Ultra 
Low-Permeability concrete」 

H20.10 

発表 
日本原子力学会 春の年会 「「ヨウ素固定化技術開発(10)」－セメント固化体中でのヨ

ウ素存在状態に関する検討－」 
H21.3 

発表 
日本原子力学会 春の年会 「放射化金属廃棄物の C-14の放出移行に関する研究－（５）

研究概要－」 H21.3 

発表 
日本原子力学会 春の年会 「放射化金属廃棄物の C-14の放出移行に関する研究－（６）

照射済み被覆管およびステンレス鋼からの C-14浸出挙動－」 H21.3 

発表 
資源素材学会北海道支部春季講演会「高強度高緻密コンクリートのサブクリティカル亀裂

進展と長期強度予測」 H21.6 

発表 
日本原子力学会 春の年会 「ヨウ素の長期閉じ込めを目指した BPIガラス固化技術の開

発－ (1) 構造分析と浸漬試験 －」 H21.9 

発表 
日本原子力学会 春の年会 「ヨウ素の長期閉じ込めを目指した BPIガラス固化技術の開

発－ (2)固定化処理プロセスの開発－」 H21.9 

発表 日本原子力学会 春の年会 「放射化金属廃棄物の C-14の放出移行に関する研究－ (8) 高 H21.9 
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アルカリおよび低酸素条件下におけるジルカロイの腐食速度の温度依存性に関する評価－」 

発表 
平成２２年度（2010）資源・素材学会春季大会「周辺環境の影響を考慮した岩質材料の長

期強度評価」 H22.3 

 
表 35．論文、投稿、発表、特許リスト（硝酸塩処理・処分技術高度化開発）  

 題目・メディア等 時期 

論文 
JAEA-Review2009-031「バックエンド推進部門における原子力施設の廃止措置及び放射性

廃棄物処理処分にかかる技術開発の進捗；平成 20年度」 
H21.9 

論文 
ICEM2010「Effects of nitrate on nuclide solubility for co-location disposal of TRU 

waste and HLW」 
H22.10 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「硝酸塩の影響を考慮した放射性元素の溶解度の評価「(1) 

Np(V)と硝酸イオンの錯体形成による溶解度への影響」」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「硝酸塩の影響を考慮した放射性元素の溶解度の評価「(2) ア

ンモニアの Pb, Pd及び Snの溶解度への影響」」 
H20.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「放射性廃液中の硝酸ナトリウムの膜分離技術開発「(1)硝酸

イオン及びナトリウムイオンのイオン交換膜透過挙動」」 
H20.9 

発表 
日本膜学会第 31年会 「放射性廃液中の硝酸ナトリウムの膜分離プロセスの開発（１）

セラミック製陽イオン交換膜によるナトリウムイオンの分離」 
H21.5 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「硝酸塩の影響を考慮した放射性元素の溶解度の評価「(3)硝

酸イオンの Np, Tc及び Seの溶解度への影響」」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「硝酸塩の影響を考慮した放射性元素の溶解度の評価「(4)ア

ンモニアの Pd及び Nbの溶解度への影響」」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 秋の大会「放射性廃液中の硝酸ナトリウムの膜分離技術開発「(2)陰イ

オン交換膜における陰イオンの透過選択性と膜の物理的耐久性及び放射線耐性」」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 春の年会「放射性廃液中の硝酸ナトリウムの膜分離技術開発「(3)陽イ

オン交換膜における陽イオンの透過選択性及び膜の耐久性」 
H22.3 

発表 
ICEM2010「Effects of nitrate on nuclide solubility for co-location disposal of TRU 

waste and HLW」 
H22.10 
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３－３－２－Ａ 目標の達成度 
 
テーマごとに設定した目標・指標について、それぞれの成果、達成度を表 36～表 47 に示

す。各テーマとも、設定された指標に対し一通りの成果を得ており、地層処分技術調査全体

としても中間段階における目標水準を満足しているものと考えられる。なお、今後の基準整

備、実施主体における処分事業に対応し、重要な参考文献としての活用されやすい成果の取

りまとめ方が重要である。 
 

表 36．目標に対する成果・達成度の一覧表（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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 1000m、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。 

地質構造を考慮して、傾斜から

水平にいたる孔跡に沿ってコン

トロール掘削する技術開発を行

った。本技術により幌延サイト

において 2 本の孔井を掘削し、

平成 21年度までに、断層破砕帯

を対象として孔長 900m、深度約

500mを水平に掘削し、ほぼ 100%
のコアを採取することができ、

当初の目標をほぼ達成してい

る。 

達成 

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。 

調査項目として、LWD、透水・

採水、応力・力学、モニタリン

グ、孔内トモグラフィーを開発

しており、前 2 者はすでに孔内

での適用性を確認している。応

力・力学については統合装置の

プロトタイプを試作し、モニタ

リングについては、孔井内での

モニタリング設置にいたる方法

を模擬孔井において確認した。

孔内トモグラフィーについて

は、概念に沿って実規模の実験

を実施し、その手法の有用性を

確認した。これらについては、

現時点での目標を達成してい

る。 

達成 
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表 37．目標に対する成果・達成度の一覧表 
（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

地下水年代測定や滞留性評価

に有効と考えられる方法(希ガ

ス温度計、有機 14C、37Cl、87Sr)
について、採取方法・測定方法

を整備した。また、地下水年代

の妥当性を確認するため、地下

水流動解析に基づき滞留時間を

評価する方法や、地化学反応に

よる影響を評価する方法を整備

した。 
 

達成 

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。 

花崗岩(瑞浪)と堆積岩(幌延)
において、地下水年代を調査し、

幌延深部地下水の年代が 100 万
年以上であることを 4He 蓄積法

と 36Cl法から示した。また、瑞

浪深部地下水の地下水年代が数

万年程度であることを 4He 蓄積

法と 14C法から示した。 

達成 

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） 
 

開発した探査センサを海域試

験へ適用し、海底地下水湧出が検

出可能であることを確認した。 

達成 

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） 
 

海底地下水湧出現象を考慮し

た沿岸～海域の全体像を示すと

ともに、海底地下水湧出探査フロ

ーを示した。 

達成 

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。 

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とともに、ト
レーサ試験結果評価手法の整備
を行い、室内試験や数値実験によ
り有効性を確認した。また、スイ
スの Grimsel Test Siteにおいて
原位置実証試験に着手し、試験装
置・評価手法の基本性能を確認し
た。 

達成 

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。 

溶存ラドン濃度を計測し割れ
目開口幅を推定する手法を開発
し、原位置試験装置を試作した。 
高粘性流体注入試験装置を開

発し、割れ目内の流動次元や開口
幅を推定できることを室内試験
で確認した。 
高精度音響トモグラフィー装

置を試作し、室内試験では孔間距

達成 
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離 2mで 0.5mm幅の割れ目探査に
成功した。 
上記 3技術についても、スイス

での原位置実証試験に着手し、試
験装置の基本性能を確認した。 

 
表 38．目標に対する成果・達成度の一覧表（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

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、「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。 
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。 

達成 

次世代型

サイト特

性調査情

報統合シ

ス テ ム

（ISIS）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：ＩＳＩ

Ｓ）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

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。 

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に
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。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。 
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

達成 
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て、適宜調査計画を 適化

することが可能なものとす

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
ISIS 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。 

 
 

表 39．目標に対する成果・達成度の一覧表 
（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

平成 19年度に、掘削試験地の

埋蔵文化財調査から始まり、平成

20年度には 158m、平成 21年度に

は 600mまで掘進した。得られた

地質・地下水試料から化学組成や

年代測定が行われている。また、

物理探査の結果を反映した地下

水流動解析（塩水洗い出し解析）

を行い、沿岸～海域にわたる地下

水流動評価に求められる要因を

抽出した。その結果、背斜構造の

影響で塩淡境界が陸側に移動す

ることが判明した。また、解析結

果の精度向上のためには、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

布等が重要となることを示した。 

一部 
達成 

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

でなく地下水塩分濃度や透

水性に関する情報について

も抽出を試みる。 

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、前年度ま

でに得られた物理探査デー

タを再評価する。 

広域の地下水流動範囲を対象

に、陸域から海域にかけて各物理

探査法を用いた調査を行い、２次

元及び３次元解析を行った。浅海

用の調査には単独 OBEM（海底電

磁探査装置）の開発を行った結

果、平成 21年度には十分な精度

を持つ装置となった。今後、浅海

域の調査を行うとともに、磁場セ

ンサーの波浪による動揺ノイズ

の軽減及び処理法の確立や詳細

なシミュレーションを行う必要

がある。 

達成 
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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 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。 

 各機関のデータの統合化を行

い、統合メタデータ公開システム

の構築及び「計測参照用岩石 DB」
を公開した。日本列島の海底地下

水湧出量分布図と熱流量データ

とのカップリング、及び日本列島

の堆積盆水理地質 DBの構築を行

った。また、岩石水反応試験を実

施し、深部に及ぶ地下水環境の把

握や滞留時間推定のためのデー

タ拡充に努めた。 

達成 

 
表 40．目標に対する成果・達成度の一覧表 

（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

処分概念の特徴に関する詳細

分析・整理の方法論を提示した。

与えられた種々の条件に対する

処分概念の適用性の判断や、先進

的な処分概念の創出を支援する

ために処分概念創出支援フレー

ムの基本概念の構築と適用可能

な手法の整理を行い、例題による

実現性と有効性の確認を行った。 
処分概念の情報を一元的に管

理するための処分概念データベ

ースの機能設計や、プロトタイプ

作成及びその試運転による実現

性と機能の確認を行った。 
これらの成果は米国との国際

共研（GNEP及び JNEAP）の作業に

反映した。 

達成 

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。 

性能評価統合技術について、統

合性能評価を実施するために必

要な知識の獲得と、知識のモデル

化を活用した統合技術体系の基

本概念の構築、主要技術の試作と

プロトタイプ作成及びその試運

用による実現性と有効性の確認

を行った。 
課題探索的性能評価技術につ

いて、一連の作業手順の構築や、

主要な作業要素についての利用

可能な手法や技術の整備・拡充、

具体的な事例を対象とした適用

性の確認を行った。 
適化技術については、処分概

念 適化で考えるべき問題の特

徴の分析及び適用すべき 適化

手法の選定を支援するための基

本フレームを構築し、例題を通じ

て適用性の確認を行った。この成

果は、米国との国際共研（GNEP

達成 
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及び JNEAP）の作業に反映した。 

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。 

先進サイクルの導入シナリオ

や技術オプションに応じて発生

する放射性廃棄物の特性の分

析・整理や、廃棄物発生量の定量

的評価ツールの設計及びプロト

タイプ作成を通じた基本機能の

確認を行った。 
先進サイクルシステムから発

生する放射性廃棄物に対する、処

分概念／性能評価技術の適用性

の検討や改良・高度化が必要な技

術的課題の抽出を行うため、廃棄

物特性と処分概念／性能評価技

術との相関関係に基づく体系的

な分析・整理方法を構築した。 
先進サイクルシステムも含め

た大規模で複雑となる 適化問

題の構造化と、その構造に沿った

検討の手順を構築した。 
これらの成果は、米国との国際

共研（GNEP及び JNEAP）の作業に

反映した。 
さらに、一連の技術を統合し利

用を支援するためのシステムに

ついて検討し、機能要件の分析と

基本設計を行った。 

達成 

 
 

表 41．目標に対する成果・達成度の一覧表 
（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

・γ線照射下腐食試験を行い、炭

素鋼腐食の促進作用とその緩衝

材による緩衝作用の現象を確認

した。 
・緩衝作用の発現機構理解のた

め、緩衝材の密度や含有鉱物の

影響検討及び照射下電気化学測

定を実施した。モデル化につい

ては手法を検討し、プロトタイ

プを構築した。 

達成 

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。 

・地下水のα線分解に対する地

下水中の主要な成分の影響をモ

デル化するため、γ線及びイオ

ン照射試験を行い、モデル計算

との比較から化学反応と G 値の

データセットを整備した。 
・マスバランスモデルに基づくフ

ロント移行挙動の評価を行い、

その結果に基づき核種移行パラ

メータの時間変化を考慮した核

種移行モデルを構築し解析し

た。 

達成 
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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。 

・微生物定量評価手法の開発にお

いて、培養法、リアルタイム PCR
法、複合定量法の 3 つの方法を

比較・検討した結果、培養法で

の測定値を評価モデルの微生物

初期値の 小値、複合定量法で

の測定値を 大値として利用で

きることが分かった。 
・微生物活性評価手法の開発にお

いては、現場培養法（擬似現場

培養法）により微生物増殖速度

が測定できることを示し、SIP
法を応用することで有機物消費

速度を測定できることが分かっ

た。 
・微生物増殖に関するパラメータ

のデータベースの原型を構築す

ることができ、微生物群ごとの

大比増殖速度、細胞収率の相

対比較することが可能となっ

た。 

達成 

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。 

・処分事業における性能評価に関

する微生物影響をイベントツリ

ーによって整理した。その結果、

微生物影響の重要な現象とし

て、地下水組成への微生物影響、

バイオフイルム等による微生物

活動の核種移行への影響、微生

物腐食の評価が重要と指摘でき

目標を達成した。 
・検証解析を行ってモデルの信頼

性を確保し、微生物活動が酸化

還元に与える影響を調査した室

内試験データをもとに確証解析

を行った結果、微生物活動によ

り生じた化学変化のプロファイ

ルを再現することができた。 

達成 

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。 

・温度勾配が生じた緩衝材中に所

定のイオン強度の塩水溶液を浸

潤させる塩濃縮試験を実施し、

塩濃縮・析出現象が性能評価上、

極端な影響を与えないことを示

唆する結論を得た。 
・現象理解に基づいて不飽和緩衝

材中の物質移行、地球化学反応

を考慮し、塩濃縮・析出現象を

定量化可能な範囲で説明できる

原型モデルを構築した。 

達成 

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。 

・緩衝材中ではほとんど不動態化

しないため全面腐食が主要な腐

食形態となる見通しを得た。  
・低酸素濃度下、緩衝材中での腐

食速度は 100℃以下では小さく

なるため、寿命評価上は 100℃
以下での腐食速度設定が適用で

きる見通しを得た。  
・全面腐食シナリオに基づいて暫

定的な長期腐食量の推定を行っ

た。 

達成 
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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。 

・バッチ試験により、顕著な変質

が生じる条件を明確化した。ま

た、ミクロレベルでの観察によ

り予察的な変質速度を測定し

た。さらに、バッチと圧縮系で

の変質挙動の違いに関するデー

タも取得した。 
・文献調査により、長期的な変質

評価における二次鉱物の選定や

変質シナリオを検討する際に利

用可能な知見を抽出した。 
・長期的な変質評価の手法案を提

示した。 

達成 

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。 

・圧縮ベントナイト及び岩石（幌

延堆積岩）中において、収着性

の異なる多様な核種の収着・拡

散データについて、拡張型の透

過拡散法とトレーサー減衰法の

組合せによる、圧密系、多様な

核種、環境条件での信頼性の高

いデータ取得法として提示し

た。 
・上記の圧縮ベントナイト中の

Cs、I、Np等のデータをもとに、

収着拡散機構に基づく Kd、De
評価モデルとデータベースを構

築した。また、圧縮ベントナイ

ト系モデルの拡張によって、幌

延堆積岩における Cs、I、HTO
の Kd、Deデータの推算が可能で

あることを示した。 
・既存の有機物錯形成モデル及び

モデルデータベースから、汎用

性の高いと考えられる評価モデ

ル及びパラメータを抽出し、幌

延の地下水条件での核種の溶解

度に及ぼす有機物影響の試解析

及び実測データと比較した。ま

た、セメント高アルカリ水に対

する影響評価は、堆積岩におけ

る Cs等の Kd及び Deに及ぼす影

響データを取得した。 

達成 
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表 42．目標に対する成果・達成度の一覧表 
（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

・適用性確認試験等 
平成 17 年度に策定された試

験計画に基づいた試験を実施し

た。遠隔溶接技術について、TIG
、MAG 法が実規模オーバーパッ

ク（落とし蓋構造、厚さ 190mm
）に適用可能であることを確認

した。また、190mm 厚への適用

可能性を有する EBW 装置に関し

て情報を収集した。遠隔検査技

術について、自然欠陥を対象と

した超音波探傷試験を実施し、

190mm 厚までの欠陥の探傷が可

能であることを確認した。遠隔

搬送∙定置技術について、PEM方
式の施工技術、人工バリア品質

確保技術、人工バリア品質管理

技術、遠隔計測技術、遠隔制御

技術、廃棄体回収技術等の各要

素技術に関わる適用性確認試験

を行い、適用性評価に向けたデ

ータを取得した。 
・技術選択肢（技術メニュー）

の整備 
平成 16 年度の技術選択肢の

書式に基づき、平成 20年度まで

の適用性確認試験結果より得ら

れた知見を整備した。 
・操業システムの成立性と技術

オプションの提示 
開発した実規模オーバーパ

ック(190mm 厚)に適用可能な溶

接手法及び超音波探傷試験結果

をもとに、操業システムに適用

し得る遠隔溶接・検査システム

の構築案を提示した。 
 遠隔搬送・定置システムの成

立性提示のため、緩衝材の初期

施工品質に着目した要素技術統

合化の枠組みを構築した。 

達成 

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

・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

・オーバーパック溶接部の品質評

価技術に関しては、 
①遠隔溶接技術で製作した溶接

試験体を供して、処分場閉鎖後

に想定される酸化性雰囲気下

での腐食試験を行った。結果か

ら、各溶接法における全面及び

局部腐食、還元性雰囲気での腐

食、応力腐食割れ(SCC)、水素

脆化割れ(HE)に関わる知見を

得た。 
②全面腐食挙動の試験結果から、

達成 
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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。 

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。 

平均腐食深さに対する 大腐

食深さを分析し、母材、熱影響

部、溶接金属とも同等であるこ

と、溶接部特有の問題は無いこ

とを確認した。一方、溶接金属

に注目した分析結果から、溶接

熱サイクルに起因する組織の

違いによる選択腐食を確認し

た。   
SCCや HEの感受性の試験では

、組成や組織の影響が大きい

ことから、まず部位毎に感受

性の相対評価を実施し、その

結果、母材の感受性が も高

く、溶接部特有の問題が無い

ことを確認した。溶接金属部

のブローホールを起点とした

脆化割れの発生条件を調査し

、脆化感受性評価に資するデ

ータを拡充した。 
③溶接金属の選択腐食に関して、

組成、組織、熱サイクル等の

因子を抽出し、これらの影響

を短期間で評価する手法を開

発した。同手法を用い、組成

の影響が大きいことを明らか

にし、溶接性と機械的特性を

踏まえた溶加材の組成検討に

着手し、選択腐食低減効果を

考慮した溶加材組成を提示し

た。また、代替案として炭素

鋼‐チタン複合オーバーパッ

クの検討に着手し、浸漬初期

の腐食速度、水素吸収挙動の

データを取得した。 
④２つの解析コード（ABAQUS、
JWRIAN）を用い、実規模オー

バーパックに適用可能な溶接

部残留応力解析手法を開発し

、過去の溶接試験結果との比

較によって、その信頼性を評

価した。同手法を用いて、残

留応力低減手法の開発に着手

し、低減の可能性を有する

PWHT（溶接後熱処理）条件を

提示した。 
・緩衝材の品質評価技術に関して

は、 
①小規模試験から土槽試験、工学

規模試験へ順次進捗すること

を基本とし、試験結果等に基

づき順次条件を絞り込んでい

くことが可能な試験計画を立

案した。 
②一部小規模試験を開始し、再冠

水しても密度が均質化しない

可能性を示唆する知見を取得



 

148 
 

でき、試験計画の立案方針の

妥当性を確認した。 

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。 

・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、目的を

整理した。また、これらの整理

においては過去に設定した目

的を対象に、計測方法の定量下

限等を考慮し、具体的な候補計

測パラメータの検討を行った。

さらに、処分事業において も

重要と考えられる閉鎖時の意

思決定の観点から、“閉鎖時の

意思決定における地層処分モ

ニタリングのあり方”を提案し

た。 
・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、様々な目的に応じ、

時期、場所、対象（パラメータ

）及び方法（計測機器）等多岐

にわたる情報を収録するため、

公開可能なウェブシステムの

構築を行った。また、技術選択

肢に格納する基礎データの収

集・整理を行った。 
・モニタリングに共通的・中核

的な要素技術である地中無線

伝送技術や光ファイバセンサ

技術についてフィージビリテ

ィを確認した。特に地中無線伝

送技術については要素試験に

加え、実証試験により有効性を

確認した。さらに、これらの要

素技術の適用性向上に向け、技

術開発課題を抽出・整理すると

共に、その一環で地中無線送信

装置の小型化を実施した。 

達成 
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表 43．目標に対する成果・達成度の一覧表（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） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

（平成 18年度で終了） 中性子照射したモデル合金、

Fe-Cu と Fe-Cu-X(X=Mn,Ni,P)に
ついて、陽電子消滅法では陽電子

寿命、及び陽電子消滅同時計数ド

ップラー広がりの測定から陽電

子が空孔型欠陥と Cuナノ析出物

で消滅すること、その消滅の特徴

を陽電子の運動量曲線から判断

できることを確認した。３次元ア

トムプローブ法では数ナノ程度

の Cu、Mn、Ni等の析出物のクラ

スター形成を観察できること、ま

た析出物生成の特徴が陽電子消

滅法の測定結果と相関すること

を確認した。 
電子線照射した SiO2-B2O3系モ

デルガラスの陽電子消滅測定に

より、ガラスの微視的構造変化の

可能性をガラス組成との関係で

分類し、照射による欠陥が入りに

くいことを確認すると共に、長期

の安定性を観察するための手法

を提示した。 

達成 

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。 

（平成 18年度で終了） Fe-Cu 合金について Cu ナノ析

出物核形成・成長過程に関する数

値計算シミュレーションを行い、

陽電子捕獲・消滅等の測定結果を

比較することで、析出物の数密

度、固溶 Cu濃度等についてよく

再現できることを確認し、

Numerical 模型シミュレーショ

ンの有用性を提示した。 

達成 
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表 44．目標に対する成果・達成度の一覧表（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

・グラウト材料は、施工性の確保

に配慮した配合にて以下の要求

性能を満足する見通しを得た。 
(1)pHが 11以下 
(2)高圧の地下水環境（約 10
ＭＰa）に対し、必要な止水性

能を得るための強度特性 
また地下深部で想定される多様

な亀裂特性に柔軟に対応できる

よう低アルカリ性セメント以外

に、粒径分布や成分等の特性が異

なる溶液型グラウト材料と超微

粒子球状シリカグラウト材を代

替のグラウト材料として提示し

た。 
・地下深部で想定される高圧地下

水環境に対してグラウト注入が

可能となる機器装置の構成と注

入工法を室内試験レベルで確認

を行った。従来のものとの大き

な違いは、パッカー、ポンプ、

流量圧力制御装置のリターンバ

ルブについての高圧対応化とな

った。 
・ヨーロッパ・アルプス山岳トン

ネル等高水圧環境での施工経験

を有する海外の専門家や地層処

分技術の専門家が出席するレビ

ューワークショップを開催し、

本プロジェクトの目的とアプロ

ーチを諮り、その妥当性と開発

に向けた助言を得た。 

達成 
 

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。 

・既存技術によるグラウト効果確

認のための原位置での調査を行

い、感度を把握するとともに、

有効となる手法の組合せとし

て、着色したグラウト材のコア

観察や非破壊の物理探査手法

（比抵抗検層、トモグラフィー

等）と数値解析の組合せ等が有

効であることを確認した。 
・要素技術として開発した低アル

カリ性セメントのグラウト材料

と注入工法を原位置で実証する

ため、堆積岩系の場である幌延

URLを対象に試験計画を策定し、

試験を実施した。その結果、低

アルカリ性セメント材料の浸透

性、止水性や装置の操作性が確

認された。 
・ビンガム流体を仮定したグラウ

ト浸透モデルを現象理解に基づ

いて開発するとともに、そのモ

デルを用いて設定する注入仕様

（注入圧力、注入時間）、実際の

達成 
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注入実績との比較による注入管

理の概念と枠組みを構築した。

またこれにより施工ステージ終

了ごとに、注入状況をフィード

バックし、次のステージの注入

仕様の設定も可能となる。 

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

解析手法を開発する。 

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

からの高アルカリ成分が及

ぼすバリア性能への長期影

響を評価するための基本的

な枠組みを構築する。 

・処分システムの長期安全性の評

価に結びつける観点から、注入

したグラウト材からの高アルカ

リ成分が及ぼすバリア性能への

長期的な影響の評価を行うため

の基本的な枠組みの構築と必要

なツール概念を提示した。これ

らに基づくバリア性能への長期

的な影響評価事例として亀裂中

の 2 次鉱物による充填状況の試

解析では、低アルカリ性セメン

トのグラウト材の方が普通セメ

ントのものよりも不確実性が小

さい結果が得られた。また天然

バリア性能に与える長期影響評

価については、2次鉱物の特定と

熱力学データの信頼性に大きく

依存することが分かった。 

達成 
 

 
表 45．目標に対する成果・達成度の一覧表（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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

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

① 材料及び処分環境の多様性に

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長期変質

試験を実施し、構成鉱物の変

化や生成する二次鉱物に関す

るデータを取得した。得られ

たデータに基づき、人工バリ

アの長期挙動に関する解析か

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、整理し、現実的な評価

手法を提示した。また、セメ

ント系材料、ベントナイト系

材料の変質に伴う力学、物質

移動特性の変化に関するデー

タを取得した。 
② 上記①で得られた人工バリア

の変質に関するデータを元

に、人工バリアの変質解析に

おいて未検証の条件（構成鉱

物の変化や生成する二次鉱

物）設定に対して、現実的な

データを設定し、不確実性を

低減した人工バリアの変質解

析を可能とした。また、上記

達成 
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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。 

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。 

①で得たデータに基づき、セ

メント系材料の材料及び環境

の多様性に対応する変質モデ

ルを整備するとともに、セメ

ント系材料の空隙構造及び空

隙内の物質移行をモデル化

し、物質移動の変化を評価す

る手法を構築した。さらに、

ベントナイトの変質に伴う力

学変化を表すモデルとして、

ベントナイトの応力ひずみ関

係式を構築するとともに、物

質移動評価モデルとして

Kozeny-Carman 則の適用性を

検討し、その特性にモンモリ

ロナイトの層間の間隙の状態

が大きく影響することを示し

た。 
③ 人工バリアの変質に関する文

献調査の結果をデータベース

化し、実運用を想定した情報

管理システムを提示した。 
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。 

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。 

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

整理し、TRU廃棄物処分概念の

観点から「緩衝材の多様な条

件におけるガス移行に関連す

るデータの拡充」「力学連成挙

動評価の実現を含むモデル

化・解析手法の信頼性の向上」

等の課題を抽出した。 
② TRU 廃棄物処分施設における

緩衝材（クニゲル V1：100%、
乾燥密度 1.36Mg/m3）を対象と

して、試験計画の立案、試験

装置の設計・製作、予備試験

の実施により、長期の再冠水

試験やガス透気試験によっ

て、装置や計測装置の確実な

作動や効率的な試験手順が確

認された。また、初期飽和度

90%からの注水による再冠水

工程の短縮の可能性を示し

た。さらに、ガス透気試験か

ら破過現象に関するデータ、

ベントナイトの自己シール性

（再破過）に関するデータを

取得し、ガス透気経路の可視

化を実施した。 
③ 対象とする解析手法として、

GETFLOWS、CODE_BRIGHT、TOUGH
を選択し、課題抽出・実施項

目等の全体計画を策定した。

さらに、高密度ベントナイト

の完全飽和状態を対象とした

既存の室内透気試験のモデル

化 と 再 現 解 析 を 行 い 、

GETFLOWS によって試験結果を

再現可能であること、及び

CODE_BRIGHT でも破過現象を

達成 
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除く試験結果を定性的に再現

可能であることが分かった。

また、廃棄体発熱を考慮した

熱-水連成解析によって、ベン

トナイト中の温度分布の変化

は再冠水及びガス移行挙動を

解釈するための重要因子であ

ることが解った。さらに、平

成２０年度のガス移行に関す

る材料特性データの取得試験

結果の再現解析から、注水試

験結果及びガス注入試験結果

の一部について十分な適用性

を確認した。また、ベントナ

イトの Ca型化による透水性増

加の影響を考慮した解析の結

果、ガス移行挙動に関して、

Ca 型化による有意な影響は認

められなかった。 
④ TRU 廃棄物処分施設のガス移

行シナリオやガス発生量評価

に関して既往研究成果の調査

や不確実性の要因分析を基

に、前提条件の整理、課題の

抽出を行い、TRU廃棄物処分施

設のガス発生・移行に係る時

間的変遷をシートとして整理

すると共に、掘削影響領域･人

工バリアと想定される現象を

時系列に沿って取り纏めた状

態変遷表の作成、FEP（Future、
Event、Process）の概念を導

入した基本・変動シナリオの

基礎材料となるそれぞれのシ

ナリオ整理シートを構築し

た。 

 
表 46．目標に対する成果・達成度の一覧表 
（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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

・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。 
 

・小規模の浸出試験等を実施し、

ヨウ素浸出データや固化体物

性データの取得を行い、固化体

の長期性能評価モデルを提案

した。また、一部の固化体につ

いては、その検証も実施した。 

一部 
達成 

・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。 
 

・固化体の浸出試験等を実施し、

ヨウ素放出抑制能に関する信

頼性の高いデータを取得し

た。 
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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。 

・プロセスデータ及び実規模サ

イズ固化体の製造と固化処理

能力に関するデータ取得を開

始し、一部データの取得を行

った。 

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。 

・コンクリート容器について、長

期閉じこめ性評価のための水

浸透挙動、溶脱挙動及びひび割

れの長期挙動予測に関する各

種データを取得した。また、金

属容器については、Ti 合金の

不働態健全性や水素に起因す

る応力腐食割れ感受性等の各

種データを取得した。 

達成 

・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。 

・コンクリート容器の亀裂の進展

挙動をモデル化し、ひび割れが

閉じ込め性に影響を及ぼさな

いための必要条件を提示する

とともに、ひび割れの閉そく挙

動についてもデータを取得し

た。また、金属容器に用いる

Ti合金の加工/溶接部の腐食挙

動についてデータ取得し、母材

とほぼ同等の性能を有するこ

とを示した。 
・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。 

・コンクリート・金属ともに実

規模容器を想定した作製手

法、品質管理手法の検討を進

め、実用化に向けた課題を明

確にし、その解決方法を示し

た。 
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。 

・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。 

・長期浸出試験に着手し、12 ヶ

月経過までの C-14の浸出量を

取得した。また、ステンレス鋼

及びジルカロイのコールド材

を用いた 3 年程度の腐食デー

タを取得した。その結果腐食速

度及び初期の C-14放出速度は

第2次TRUレポートの設定値よ

りも低いことが示された。 

達成 

・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。 

・取得しつつある長期浸出挙動

データ、腐食速度データ及び

C-14 以外の核種の挙動等をも

とに、C-14 の挙動の体系的な

評価に向けた検討に着手し

た。 
・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。 

・C-14 インベントリの設定方法

の立案には、燃料集合体の形

式ごとに中性子束分布、被覆

管に含まれる不純物（窒素）

量、酸化物層の厚さ等の影響

を考慮して放射化計算を行う

ことが有効であることを示

し、BWRについての総インベン
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トリを提示した。 

 
表 47．目標に対する成果・達成度の一覧表（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） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

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。 

・金属による硝酸イオン還元に

ついて、硝酸塩濃度が 1 
mol/dm3 以下の場合に適用で

きる評価モデルを作成した。 
・還元性鉱物との反応に関する

評価モデルのプロトタイプを

作成した。入力データを加速

試験により整備している。 
・微生物との反応については、

評価モデルのプロトタイプを

作成した。単離菌と試薬のフ

ミン酸を用いた微生物反応速

度評価を室内で実施すること

は困難であることが分かった

ので、海外地下研究施設を利

用して、反応速度データを取

得するとともに、海外地下研

究施設の地下水をレファレン

ス地下水として、これに試薬

添加等を行うことで室内実験

を実施することとし、反応速

度への各種環境条件変化の影

響を評価することとした。 

達成 

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。 

・放射性元素の溶解度に対する

硝酸イオンの酸化性影響を調

べるため、Np(IV)、Tc(IV)、
Se(IV)の溶解度データを取得

した。 
・アクチノイド V 価と硝酸イオ

ンとの錯体形成を調べるため

に、Np(V)を用いて硝酸イオン

共存条件における溶解度試験

を実施した。その結果、錯体

形成に伴う Np(V)の溶解度上

昇は確認されず、逆に高硝酸

ナトリウム濃度条件では低下

した。Np(V)の硝酸錯体は支配

溶存化学種ではないことが明

らかとなった。 
・硝酸イオンの変遷物質である

アンモニアの錯体形成による

溶解度への影響について、い

くつかの元素（Pd、Nb、Sn）
を用いた溶解度試験を実施

し、データ取得を行った。 

達成 

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。） 
・当初の計画どおり、平成 22年

度より実施予定。 
 



 

156 
 

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。 

・陽イオン交換膜である NaSICON
膜が Cs、Sr、K イオンに対し

Na イオンを選択的に透過でき

る良好な結果を得た。Na イオ

ンの膜透過効率は溶液中の陰

イオン種の影響を受けないこ

と、膜が十分な耐久性を有す

ることがわかった。 
・１価陰イオン透過ネオセプタ

ACS 膜が、2 価、3 価陰イオン

（硫酸、炭酸、リン酸イオン）

に対し 1 価陰イオン（硝酸、

亜硝酸、ヨウ化物、ヨウ素酸

イオン）を選択的に膜透過し、

ヨウ化物イオンと硝酸イオン

が同程度の透過効率であるこ

とが分かった。また、膜が長

時間の使用や放射線（電子

線・γ線）照射に耐性を有す

ることがわかった。さらに、

硝酸の一部が電気の流れに関

係なく、この膜を透過移動す

ることを見出した。この透過

移動を抑制するため、新規な

陰イオン交換膜の開発に着手

し、膜の含水率と硝酸の移動

量に相関があることを見出し

た。 
・硝酸イオンの膜分離における

ガス発生量を大きく減らすこ

とが可能となる、バイポーラ

膜を用いた膜分離システムの

適用性を検討した。また、上

記のイオン交換膜の試験結果

に基づき、ベンチスケールの

硝酸ナトリウムの電気透析膜

分離試験装置の基本システム

を決定し、試験装置を設計・

製作した。さらに、試験装置

の性能が計画通りであること

を確認した。 

達成 

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。 

・硝酸イオンの分解法の技術調

査を実施し、触媒と還元剤を

用いる化学的分解手法と、微

生物を用いる生物学的分解手

法を選定し、それぞれについ

て概念設計を実施した。 
・上記の二つの方法の概念設計の

結果を比較し、工学試験を実施

する方法として、生物学的手法

を選択した。 

達成 

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。） 
・当初の計画どおり、平成 23年

度に実施予定。 
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３－４－Ａ 事業化、波及効果について 
３－４－１－Ａ 事業化の見通し 

 
本事業は、高レベル放射性廃棄物や TRU 廃棄物の地層処分に関し、中長期的な視点で国と

しての基盤的研究開発を継続展開することによって、技術的信頼性や安全性を一層高め、国

民の理解を得つつ技術基盤を確立していくことを目的とする。このような事業の性格から、

現時点で長期的な事業化までを具体性をもって評価することは困難であるが、個々のテーマ

のこれまでの成果については、処分事業や国の政策及び安全規制等の検討に既に反映されて

いるほか、地質環境調査技術や工学的要素技術から基盤的な評価技術に至るまで 終的には

処分事業や安全規制に活用されることが期待される。 
 
（１）ボーリング技術高度化開発 
本技術開発で構築したコントロール掘削・調査技術は、その多くが機器開発であるものの、

掘削及び調査の現地適用に際しては、その現地でのノウハウに依存する。このため、事業化

に際しては、これまでに受託事業において関わってきた再委託先と連携してコンソーシアム

等を形成し、これを母体にすることで事業化を進めることができると考える。本成果は、主

としてＮＵＭＯが今後進める地層処分地選定のための調査(概要調査及び精密調査)において

活用が期待できることから、概要調査の開始時点までに実用化の道筋を作っておく必要があ

る。 
 
（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 
本技術開発で整備した地下水年代測定技術は、地下水の滞留性を評価するツールとして

広く利用できる。このため、地層処分事業における精密調査・精密調査地区の選定だけで

なく、余裕深度処分等の地下水流動特性評価においても利用されることが期待される。ま

た、岩石コアに対する適用技術も開発しており、地下水の採水が困難な岩盤に対しても適

用可能である。 
 

２）海底地下水湧出探査技術高度化調査 
本技術は、ＮＵＭＯが沿岸において行う概要調査及び精密調査のうち、海域調査のツー

ルのひとつとして活用されるものである。特に沿岸及び海域調査において海底地下水湧出

が想定される場合は、陸～海域に至る大きな地下水流動の末端部の水理調査手法としてそ

の効果を発揮する。 
 
３）岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査 

本技術開発で整備した岩盤中での地下水溶質の移行特性に関する調査・評価技術は、地

層処分地選定のための精密調査において利用されることが期待される。 
 
（３）地質環境総合評価技術高度化開発 
本研究開発は、プロジェクトの終了時点においてはＮＵＭＯが行う文献調査、概要調査や

精密調査において実際に地質環境調査計画立案・実施及び評価に利用可能となり、安全規制

機関における規制要件・基準類等の作成に資するという実用化を目指している。また、先人
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のノウハウや判断根拠等の知識を、コンピュータ上のシステムとして明示的に残すことによ

り、効率的な技術移転や、技術伝承・人材育成にも活用できるものである。システムの実用

化以降は、引き続き深地層の研究施設等における研究開発成果を適宜反映できる仕組みを事

業として維持し、システムの信頼性をより向上することが必要であると考えられる。 
 
（４）沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
本研究開発は北海道幌延町の浜里地区で行われているが、この地域の地下地質は新第三系

～第四系の極めて透水性の高い堆積岩からなる。モデル研究として実施した本研究開発が示

した手法は、全国の多くの地域で適用できる見込みである。さらに、成果の適用範囲につい

ては、関連データベースにおいて示され、実際の処分事業に反映できると考えられる。 
 また、地下水研究開発（塩淡境界研究）と物理探査研究開発（断層評価技術研究）との統

合研究手法及びその相互評価方法に関する技術トライアルは、平成２３年度ごろを目途にま

とめられる予定であり、今後のＮＵＭＯの処分事業における地域環境理解促進の一助になる

と考えられる。 

 
（５）先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 
本技術開発は、中長期的な視点で国としての基礎的研究開発を継続展開することによって、

技術的信頼性や安全性を一層高め、国民の理解を得つつ地層処分の技術基盤を確立していく

ことを目的とする。このような事業の性格から、現時点で長期的な事業化までを具体性をも

って評価することは困難であるが、これまでの成果は 終的には処分事業や安全規制に活用

されることが期待される。 
具体的には、本技術開発で整備する、処分概念オプションの提示と地質環境条件等の境界

条件に応じた適切なオプションの選定を支援する技術や、処分概念の特徴をより現実的に評

価するとともに信頼性を向上する上で重要な課題を明らかにした。また、これを適切に解決

するための自律的な機能を有する性能評価体系の構築と、性能評価作業の実施を支援する技

術、処分概念の 適化を支援する技術等は、処分事業や安全規制に活用されることが期待さ

れる。さらに、本技術開発において、先進サイクルを含めたサイクルシステム全体を廃棄物

管理の観点から検討することは、サイクルシステムに関わる研究開発の計画立案だけでなく、

原子力利用に関わる政策的検討や国民全体の原子力に対する理解促進に資する知見と技術を

提供できると考えられる。 

 
（６）処分システム化学影響評価高度化開発 
本技術開発は、成果内容については年度ごとに報告書に取りまとめるとともに、適宜、学

会発表や論文等で公開しており、地層処分事業実施主体であるＮＵＭＯあるいは規制機関に

おいて、それらの成果が利用されることが期待される。 
利用される時期としては、まず概要調査段階が考えられる。概要調査地区等の具体的な地

質環境における地層処分の安全性評価の検討にあたり、人工バリア放射線影響、微生物影響、

人工バリア材料の複合化学環境影響の不確実性を考慮した核種移行評価の定量評価の活用に

期待できる。「高レベル放射性廃棄物の地層処分基盤研究開発に関する全体計画」によれば、

精密調査地区選定に当たり、処分事業者は処分システムの設計検討、予察的安全評価を行う

ことが考えられ、この評価ツールの一つとして本事業の成果が十分活用できると考える。 
例えば、人工バリア放射線影響評価の成果は、緩衝材の緩衝作用を考慮したオーバーパッ
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クの放射線遮蔽厚さ設定への反映が期待される。また、微生物影響調査の成果は、微生物定

量手法及び PHREEQC を用いた微生物影響評価手法を事業における設計検討及び安全規制上

の安全評価の定量化に反映できる。人工バリア複合化学環境影響調査の成果のうち、塩濃

縮・析出現象評価技術の開発に関しては、塩濃縮析出現象が性能評価上、極端な影響を与え

ないことの現象理解を整備するとともに、連成モデルによる緩衝材中で生じる複合事象の定

量的評価に用いられる。高温環境下での人工バリア挙動評価調査に関しては、100℃を超えて

も沸騰が起こらず、地下水成分の濃縮等が生じないとの前提条件において、緩衝材温度が

100℃を超えた場合でも腐食形態の大きな変化や、腐食速度の増加は生じないという研究成果

から 100℃以下での寿命評価手法、モデルの適用が期待される。核種移行放射線影響評価の

成果は、当該事象のシナリオ上の再評価への反映が期待される。 

 
（７）処分システム工学要素技術開発 

本開発は、処分システムの中核技術である遠隔操作技術、人工バリア品質評価技術並びに

モニタリング技術について、要素技術の適用性やシステムの成立性と技術オプションを提示

するものであり、成果として整備される幅広い技術選択肢は、実施主体が進める処分事業に

直接的、間接的に利用されることになる。なお、成果の一部は、ＮＵＭＯの説明資料「高レ

ベル放射性廃棄物地層処分の技術と安全性」、「処分場の概要」及び技術レポート「放射性廃

棄物の地層処分におけるモニタリングと初期ベースラインに関する検討」でも引用され、Ｎ

ＵＭＯの計画策定検討にも活用されている。 
 

（８）人工バリア材料照射影響評価  
照射による微視的構造変化の測定手法の高度化、及びそれによる寿命予測モデルの基礎構

築は、人工バリア材料の劣化メカニズムに基づく健全性評価手法の開発である。これらは、

より信頼性の高い評価手法の提示につながることから、処分実施主体における人工バリア材

料の設計や安全評価においてその知見が利用、参照されると共に、安全規制の観点からも、

設計や安全評価の妥当性確認においても有益な知見となる。 

 
（９）地下坑道施工技術高度化開発 
本研究開発の成果は、その後に想定される事業主体が行う精密調査地区での地下施設の建

設にあたり、地下坑道を掘削する際の施工技術として活用が期待できる。さらに、許認可後

の処分場施設の建設、操業においても本研究開発の技術を活用することが可能である。 
 

（１０）人工バリア長期性能評価技術開発 
TRU 廃棄物の地層処分においては、人工バリアとしてモルタル及びコンクリート等のセメ

ント系材料とベントナイト系緩衝材が使用されるが、これらセメント系材料及び緩衝材は長

期的に溶解、変質することにより、初期鉱物の含有率が低下し、二次鉱物が増大した第三の

遷移層が形成されることになる。このため、これらの現象の推移を適切に評価し、放射性核

種の移行評価に反映することが重要である。加えて、人工バリアの長期安定性においては、

処分施設において廃棄体より発生する可能性のあるガスの移行を適切に評価し、性能評価に

反映することが重要である。このため、本技術開発で得られた成果は、TRU 廃棄物の地層処

分の実施主体が行う人工バリアの長期的性能の評価を行う上で、必要なデータや評価手法を

提供するとともに、TRU 廃棄物処分概念の検討及び施設設計の合理化、さらには安全性評価



 

160 
 

の信頼性向上に寄与することが期待できる。 
 
（１１）ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 
１）ヨウ素固定化処理技術開発 

処分場候補地の地質環境によっては、本技術開発の成果を利用しなければ TRU廃棄物の

地層処分の目安の線量値である 10μSv/yを超える可能性がある。そのため、今後のＮＵＭ

Ｏの候補地選定及び処分事業の進展によっては、本技術開発の成果が直接利用される可能

性が高い。 
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は、処分実施主体等が実施する

合理的な TRU廃棄物処分概念検討及び設計時の基礎情報として、利用されるものと考えら

れる。 
固定化処理プロセスに関するデータ（プロセスデータ、ヨウ素回収率評価、固化処理能

力等）は、日本原燃（株）が実施するヨウ素固化処理施設の設計に反映される見込みであ

る。 

 
２）Ｃ－１４の長期閉じこめ技術の高度化 

本技術開発の成果を基に、TRU 廃棄物の地層処分の実施主体において、本成果を利用し

て廃棄体容器の設計、実規模容器の製作、実用化、及び長期閉じ込め性評価が実施される

ものと考えられる。また、本技術開発で検討した閉じ込め性評価の考え方は、高透水性の

地質環境における長半減期元素の影響低減技術として応用されると考えられるほか、緻密

なコンクリート材料を用いた場合の評価法として応用可能であり、有効であると考えられ

る。 

 
３）放射化金属廃棄物中のＣ－１４の放出挙動評価 

本技術開発において取得される C-14 の長期浸出挙動データ及び放出速度の設定値は、

今後ＮＵＭＯでの処分概念の検討において現実的な値として、直接利用されるものと考え

られる。また、本挙動評価の成果として得られる、放射化金属廃棄物中の C-14の合理的イ

ンベントリ設定の手法は、TRU廃棄物の地層処分において、ハル・エンドピースの C-14量
の設定方法として利用される見込みである。 

 
（１２）硝酸塩処理・処分技術高度化開発 
本技術開発の成果としての硝酸塩影響評価システムは、①処分環境における硝酸イオンの

化学的変遷挙動評価と、②核種移行パラメータに対する硝酸塩の影響評価の成果を統合し、

かつ、既往の性能評価ツールも利用しつつ構築するものである。このシステムは、具体的に

は硝酸塩の地層中での化学的変遷挙動や核種移行に係る評価モデルと関連するデータベース

及びこれらを統合するプラットフォーム機能から構成される。このシステムにより、硝酸塩

影響下での線量評価が可能となり、硝酸塩を含む TRU 廃棄物処分場と高レベル放射性廃棄物

処分場の離隔距離の提示に活用できる。 
概要調査地区等の具体的な地質環境における併置処分の実現性検討に当たり、硝酸塩の存

在を考慮した線量評価に活用が期待できる。また、その評価の結果、硝酸塩の影響が無視で

きない状況となった場合には、再処理事業において硝酸塩の発生量を低減させるべく、同じ

く本技術開発の成果である硝酸塩除去技術を活用することができる。 
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硝酸塩影響評価システムと硝酸塩除去システムを連携して活用することで、具体的地質環

境条件に対して、 適処分条件としての離隔距離と処理目標（許容できる硝酸塩処分量）の

組み合わせが提示できる。 終処分計画では、精密調査地区選定に当たり、処分事業者は併

置処分の判断を行うこととなっており、この判断基盤の一つとして本成果が十分活用できる

と考えられる。 

 
 
３－４－２－Ａ 波及効果 

 
成果の波及性については、高レベル放射性廃棄物及び TRU 廃棄物の処分事業への反映はも

とより、余裕深度処分等の他の放射性廃棄物の処分に対して、共通的な技術や知見を提供す

ることが可能である。本事業は、放射性廃棄物処分における基盤研究として位置づけられる

ものであり、事業の成果を地域への啓蒙教育、若手研究者の育成、民間企業への技術移転等

に供することにより、処分事業の実施体制の強化や住民への理解促進に大きく貢献できる。

また、研究の成果は、二酸化炭素地中貯留等の地下空間利用や、原子力発電設備の高経年化

対策等様々な科学技術分野の発展に寄与することが期待される。 

 
（１）ボーリング技術高度化開発 
本技術により、地下における地質環境特性を効率的に調査・評価することが可能となる。

要素技術としての各種調査技術は、これまでの調査手法に比べて高精度化されており、かつ、

従来工法での掘削による孔井にも適用可能であることから、放射性廃棄物処分事業以外での

地下空間利用（例えば二酸化炭素地中貯留、エネルギー地下貯蔵等）の際の掘削・調査、評

価に転用することが可能であり、期待できる。 
 
（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 

地下水年代測定によって、非常に古い地下水が地下深部に存在することを示せれば、長

期にわたる安全確保が要求される高レベル放射性廃棄物処分の実施可能性を示す上で、非

常に効果的と考えられる。また、地下水年代測定技術は、地下水の流動性を評価するツー

ルであるため、地下水の循環等水利用等への適用も期待される。 
 

２）海底地下水湧出探査技術高度化調査 
本技術開発で開発された技術は、海域調査の一部として提示しているため、地層処分事

業に限らず、実海域での調査を伴う事業全般において、沿岸部の陸域から海域への地下水

流動を考慮する必要が生じた際の調査手法や、評価項目の検討時に波及効果が期待できる。 
 
３）岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査 

本技術開発で整備された岩盤中での地下水溶質の移行特性に関する調査・評価技術、及

び各種割れ目探査技術は、ＮＵＭＯによる地層処分地選定のための精密調査に加え、放射

性廃棄物処分事業以外においても、地下構造物建設に伴う岩盤の地質・水理調査において

適用されることが期待される。 
（３）地質環境総合評価技術高度化開発 
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本技術開発の実施により、地層処分事業やその安全規制以外に、以下のような技術的・社

会的な波及効果が期待される。 
・ＩＡＥＡやＯＥＣＤ／ＮＥＡ等の原子力に関わる国際機関において、知識マネジメントや

技術伝承が大きな課題となっており、先進的なアプローチや方法論の提供による国際貢献

が期待できる。 
・情報化のための 先端の方法論は、リスクコミュニケーション等の社会的理解促進アプロ

ーチの基盤としても貢献できる。 
・体系的な調査技術の開発により、環境への影響の低減化や費用対効果の 大化といった社

会貢献性の高い調査手法を提供し、建設土木プロジェクト等一般に地質環境の調査を必要

とする全ての技術分野に適用可能である。 

 
 なお、本技術開発で開発したエキスパートシステムは、専門家のノウハウ・判断根拠等に

基づいて構築したものを、経験がない者がトレースすることができる仕組みになっているこ

とから、大学における学生を対象としたセミナーや、実際の新人教育等への活用を通じ、非

専門家・未経験者に対する教育・トレーニングのツールとしての有効性を確認している。 
 
（４）沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
本研究開発では、既在情報をまとめた地球科学データベースや沿岸域での地下水調査手法、

さらには、これまでに調査が困難であった浅海域での断層深査等に、新たな成果・体系化が

期待できる。また、塩淡境界の物理的な平衡等が解明されることにより、沿岸域における地

下水資源開発等多くの社会問題に対する基礎的情報を提供できる。地層処分事業やその安全

規制以外では、以下のような波及効果が期待できる。 
 

二酸化炭素地中貯留研究に貢献 
   地球温暖化の原因となる二酸化炭素を地中に埋設貯留するため、大規模な排出源の近傍で

ある沿岸域地下 800m以深の帯水層について、高精度な水理情報が必要とされている。本研究

開発における調査手法等は当該事業に大きく貢献できる。 
 

天然ガス／石油備蓄プロジェクトへの貢献 
   ガス備蓄は 2,000m の深度を念頭に置き、地質や地下水の性状から見て適地（大都市周辺

にあり、比較的多孔質で地下水年代の古い帯水層）に備蓄することが考えられている。本研

究開発で培った調査技術や地球科学情報は、有用な資料となる。 
 
 

資源開発／保護政策に貢献 
   工業用水等に用いる地下水は、これまで概ね深度 300mないし 400mで規制してきた。深層

地下水についても、地球環境を考慮し、適切に保護する部分と社会の再活性化のために資源

として利活用する部分とを、より明確にする必要がある。本開発研究で構築したデータベー

スの構築方法や各種ノウハウ等は、このような深層地下水における政策に対しても利用でき

る。 
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地球環境の変化／国土の理解を促進 
   多くの国民の関心事である地球温暖化及び長期的な視野で見た地球寒冷化等は、海水準を

変動させる要素となる。本研究開発で解決される塩淡境界の物理的な平衡等が解明されるこ

とで、沿岸域の環境保護、地下水資源開発、漁場の安定化等多くの社会問題に基礎的情報を

提供できる。 
 

原子力発電立地／地震防災への貢献 
   原子力発電所の立地や地震防災の分野において、沿岸部の活断層の未確認域を補う調査が

必要とされている。本研究開発で得られる調査手法等は、当該事業に大きく貢献できる。 
 

（５）先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 
本技術開発の実施により、以下のような技術的、社会的な波及効果が期待される。  
１）技術的な波及効果 
・地層処分を含めたサイクル全体を視野に入れた技術開発を行うことにより、処分事業の

みならず、将来の原子力利用全般にわたる技術的意思決定に資する検討フレームの提供 
・異なるスケールでの現象解析モデルの開発は、関連する学問分野の進展への貢献（物質

移動論、腐食理論、溶液化学等） 
・多数の定量的あるいは定性的な指標を含む 適化手法を開発することにより、意思決定

の問題を扱うシステムズアナリシス分野への貢献 
・技術開発の成果、及び得られた経験・ノウハウ等の知識を、知識マネジメントシステム

の開発に反映することにより、技術の体系的な発展、継承への貢献 
・日米原子力エネルギー共同行動計画（ＪＮＥＡＰ）を含めた国際的活動への貢献 
・処分場の工学技術及び性能評価に関する 新情報の提供による、他の資源エネルギー庁

関連技術開発への技術的貢献 
 
２）社会的な波及効果 
・将来の原子力利用についての幅広い議論に対して、廃棄物の問題も含めた包括的な見通

しを提示することが可能となり、政策決定や国民全体の原子力に対する理解促進への貢

献 
・放射性廃棄物管理分野における国際的なリーダーシップの役割を果たすことが可能  
 

（６）処分システム化学影響評価高度化開発 
本技術開発の成果に基づく波及効果としては、以下の点が期待できる。 

・関連分野への反映として、TRU 廃棄物研究における硝酸還元菌の評価に手法を適用するこ

とが可能である。 
・核種移行パラメータの研究は、余裕深度処分等の他の放射性廃棄物の安全性評価の向上に

適用することが可能である。 
・微生物特性評価手法開発は、地下圏の微生物研究、深地層の地下水のみならず、深層海底

の微生物挙動、メタンハイドレート研究にも研究成果が反映可能である。 
・酸化性化学種の反応拡散モデルの構築は、環境化学分野では、汚染物質の拡散評価、Seや
As等の酸化還元に鋭敏な毒性をもつ元素挙動評価に資する事が可能である。  

・水溶液の重イオン照射による放射線分解の G 値及び化学反応データセットは、放射線の生
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物作用の線質効果の理解と影響評価のための基礎データとして参照し得るものと期待され

る。 
・微生物影響評価手法を応用することにより、地下水中の有機化合物汚染等の土壌汚染にお

ける微生物分解予測解析に利用可能である。 
・多様な工学分野における収着・拡散物性の標準的データ取得、評価手法として用いること

が可能である（データ取得手法の標準化）。 

 
（７）処分システム工学要素技術高度化開発 
遠隔溶接技術に関して、落とし蓋構造（深さ 190mm）の適用性確認試験において確立した

溶接手法並びに遠隔監視手法は、一般産業界の厚板狭開先溶接構造へも適用可能な技術であ

る。 
遠隔検査技術に関しては、フェイズドアレイ－TOFD法等、新規性の高い非破壊検査手法に

関わる適用性確認試験により、同手法のデータ処理方法について一般産業界へも適用可能な

技術が得られている。 
遠隔搬送・定置技術に関しては、緩衝材の施工方法や施工品質に関する成果等について、

TRU廃棄物の地層処分へも反映が期待される。 
オーバーパック溶接部の品質評価技術に関しては、地下埋設環境を想定した特殊環境にお

ける炭素鋼の全面・局部腐食挙動、応力腐食割れ、溶接金属の選択腐食等、炭素鋼の腐食研

究において有効な知見を提供した。さらに、溶接金属の選択腐食に対しては、低減対策の検

討を実施しており、溶接性能を損なわずに選択腐食を抑制しうる新たな溶加材の開発への貢

献が期待される。 
緩衝材の品質評価技術に関しては、今後得られる成果（再冠水後の密度の均質性等）が、

同様にベントナイトを適用する低レベル放射性廃棄物処分、TRU 廃棄物地層処分に対しても

反映が期待される。 
モニタリング技術に関しては、機器情報を整理した技術メニューや機器開発成果等が、同

様に岩盤やベントナイトの計測が計画されている低レベル放射性廃棄物処分、TRU 廃棄物地

層処分にも共通する技術成果である。また、地中無線通信技術については、フランスでの寿

命核種を含む放射性廃棄物の処分におけるモニタリングの検討に展開されており、今後他国

への展開も期待される。 

 
（８）人工バリア材料照射影響評価  
陽電子消滅法や 3 次元アトムプローブ法による材料の微視的構造変化の測定手法の高度化

や、それによる寿命予測モデルの基礎構築は、原子力発電設備圧力容器等の照射脆化に配慮

した寿命延長、高経年化対策に多大な寄与が見込まれる。また、材料のナノサイズの構造情

報が得られることから、先端的な材料科学分野への応用や流用が可能である。 

 
（９）地下坑道施工技術高度化開発 
 本技術開発の成果に基づく波及効果としては、以下の点が期待できる。 
・セメント系材料を含む各種グラウト材の開発から注入装置に至り、さらにセメント系材料

が及ぼす長期影響評価に至るまでのグラウト技術全般にわたる専門家育成に貢献できる。 
・地下数 100m以深の高水圧下に耐えうる湧水抑制技術として、地層処分の他にも、例えば中

央リニア新幹線のように山脈直下を貫く長大トンネルの建設に寄与することが期待できる。 
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・極めて緩慢なプロセスであることから、これまで光が当ててこられなかったセメントの水

和反応に対して速度論的なアプローチを試みたことにより、セメント化学に関わる基本的

な理解促進に寄与することが期待できる。 
・顕微赤外・ラマン分光法については、従来から用いられている XRD（X線回折）や SEM-EDS(走

査型電子顕微鏡／エネルギー分散型 X線分析装置)と併用することにより、極微量の変質生

成物の同定技術に関わる先駆けとなることが期待される。 
・安全規制に対しても、基準等策定に向けた材料特性等の技術的基礎情報を提供することが

できる。 

 
（１０）人工バリア長期性能評価技術開発 
高レベル放射性廃棄物地層処分及び余裕深度処分においても、本技術開発の成果を基に、

人工バリアの長期変質評価や健全性評価及びガス移行挙動の評価が実施されることが期待さ

れる。また、処分場の性能評価や安全評価においても、本技術開発の成果が活用できる。 
・本技術開発により得られるセメントとベントナイトの相互作用による人工バリアの変質に

関するデータや、得られたデータを活用した人工バリアの変質解析条件として現実的なパ

ラメータの設定や解析手法は、余裕深度処分等の他の放射性廃棄物の処分に対しても、共

通的な技術や知見として提供することが可能である。 
・ガス移行挙動評価における実験データや評価手法は、ガス移行挙動に対する理解を深める

だけでなく、モデルやパラメータがライブラリとして整備されるので、様々な評価におい

て科学的視点から活用可能な重要なエビデンスとなる。 
 
（１１）ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 

本技術開発に取り組むことにより、処分施設設計の合理化や詳細化を進められ、性能評価

の信頼性を向上させることが可能である。特に、C-14の長期閉じこめ技術の高度化で実施さ

れているひび割れの進展挙動や、閉じ込め性評価方法は、元来岩盤の亀裂進展の評価手法で

あったが、他分野（コンクリート等の堅牢な人工構造物）への適用性が確認でき、その応用

範囲（適用分野）が広くなった。また、放射化金属廃棄物中の C-14の放出挙動評価の中で得

られる、金属廃棄物の腐食に伴って発生する水素ガスの発生速度データは、処分場内で発生

するガスの 90％を金属腐食に伴って発生する水素ガスと評価しているフランスの処分事業者

ＡＮＤＲＡに対して、金属の腐食速度等の情報提供を行う等、国外の関連事業への貢献がな

されてきている。 
 
（１２）硝酸塩処理・処分技術高度化開発 
本技術開発の成果に基づく波及効果としては、以下の点が期待できる。 

・地表近傍でのコンクリートピット処分や、地下 50-100m が目安とされる余裕深度処分にお

いても、硝酸塩を含む TRU 廃棄物の処分が想定される。本技術開発の成果である硝酸塩影

響評価システムの活用により、安全評価の信頼性が向上する。また、その評価結果によっ

ては、硝酸塩の埋設処分量が制限されることも想定されるが、同じく本技術開発によって

もたらされる硝酸塩除去技術の適用によって対処可能である。 
・硝酸イオンという酸化剤共存下での核種挙動を評価することにより得られる技術情報は、

地層処分の隆起・侵食シナリオでの核種挙動の推定に利用できる可能性があるので、地質

環境の調査・評価の観点からも重要である。 
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・本技術開発により、地層中に存在する鉱物や微生物による還元プロセスに関する知見が増

大し、それを踏まえた速度の評価が可能となる。この成果は、硝酸イオンや亜硝酸イオン

による環境影響評価にも適用できる。ちなみに、環境基準（環境基本法に基づく「地下水

の水質汚濁に係る環境基準について」別表）としては、地下水中の硝酸性または亜硝酸性

窒素濃度の上限は 10mg/Lとされている。具体的なサイトにおける鉱物や微生物の情報を踏

まえ、地下水中の硝酸性または亜硝酸性窒素の分布の経時変化を予測することが可能とな

り、科学的な対策立案のための基盤的ツールになり得る。 
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３－５－Ａ．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 
３－５－１－Ａ 研究開発計画 
 
地層処分技術調査は、先行的に着手した一部のテーマを除き、平成１２年度前後の高レベ

ル放射性廃棄物の事業化等の処分関連の政策的動向を受けて、本格的にスタートしたもので

ある。この時期に制定された 終処分法や 終処分計画、関連する国の報告書等で示された

技術開発の役割分担や技術開発課題並びに事業等スケジュール等を踏まえ、計画的に技術開

発課題やスケジュールを設定してきた。また、これ以降、段階的に具体化されてきた処分事

業や安全規制等の考え方等も踏まえるとともに、海外における国際的な研究開発の諸成果の

動向を重視しながら、見直しを進めている。 
課題の選定にあたっては、原子力委員会から示された国の基盤研究開発の役割や、第２次

取りまとめ評価報告書で示された今後の課題並びに深地層の研究施設計画や地層処分放射化

学研究施設等を活用して、中核的に地層処分研究開発を進めるＪＡＥＡの計画等を念頭に、

特に事業化への繋ぎの観点での重要な技術開発課題を関係機関との検討・調整を通じて抽出

し、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テーマを設定した。 
地層処分に係る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の必要性について

は、既に２－１．施策の目的・政策的位置付けで述べた通りであり、処分事業の３段階の処

分地選定プロセスとスケジュール、それに合わせて展開される安全規制の制度や基準の整備

等を念頭においた、10～20年程度の中長期的・段階的な視点をもって技術開発スケジュール

を設定している。 
本事業及びＪＡＥＡ等の関連研究開発を含めた国の基盤研究開発の全体としてのマネジメ

ントに関しては、ＮＵＭＯや規制関係機関を含む外部有識者による「地層処分研究検討評価

委員会」を平成 14年より組織し、各テーマの課題設定の妥当性や進捗状況について継続的に

評価を行うとともに、新規に取り組むべき課題の抽出等を行ってきた。なお、すでに述べた

通り、このような「地層処分研究検討評価委員会」の活動をさらに発展させて、「地層処分基

盤研究開発調整会議」を平成 17年７月に設置し、ＮＵＭＯや安全規制のニーズへの対応、Ｊ

ＡＥＡを含めた関連する研究開発機関間の連携や成果の体系化の調整等、全体として重複等

を避け、効果的かつ効率的な研究開発の展開を図っている。 
TRU廃棄物に関しても、平成 12年に公表された原子力委員会の処分の基本的考え方に係る

報告書等で示された課題を踏まえ、電気事業者やＪＡＥＡの計画との役割分担等も念頭に置

きながら、TRU廃棄物固有核種の閉じ込め技術や、TRU処分施設の特徴に起因するバリア長期

評価技術等の課題に取り組んできた。さらに、平成 17年の第 2次 TRUレポートの公表や、そ

れ以降の原子力委員会等による併置処分に係る検討を踏まえつつ、調整会議での議論を通じ

て、研究開発機関間の連携、成果の体系化の調整、各テーマの進捗状況の評価、スケジュー

ルの見直し、硝酸塩処理・処分技術等の新規課題の追加を行ってきた。 
地層処分技術調査のテーマごとのスケジュール展開は、以下に述べる通りである。個別テ

ーマごとにも検討委員会等を設置し、事業開始時点や節目毎に事業の全体的な計画スケジュ

ールを勘案して、策定を行っている。 
 
（１）ボーリング技術高度化開発 

本技術開発では、当面の概要調査において効率的なボーリング掘削や調査を実施すること
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を目的として、平成 17年度までに掘削や調査機器の開発並びにこれらの機器の現地適用性検

討を、幌延サイトにおいて実施してきた。平成 18年度からは、実用化を目指して掘削及び調

査機器の高度化を実施するとともに、北海道幌延町の大曲断層を対象とした掘削を実施した。

今後は、水平掘削の実施による掘削機器の高度化及び調査機器の現地適用による高度化を踏

まえて、全体システムを実用化する。 
 

表 48．研究開発計画(ボーリング技術高度化開発) 
実施項目/年度 12-16 17 18 19 20 21 22 23 

(1)孔曲げ掘削技術 
        

(2)先端探知技術 
        

(3)コア採取技術 
        

(4)測定・検層技術 

 （WL-LWD） 

        

(5)測定・検層技術 

 (透水・採水) 

        

(6)測定・検層技術 

(力学、応力統合化) 

        

(7)モニタリング技

術 

        

(8)物理探査技術 

(弾性波トモグラフ

ィー) 

 

 

       

(9)掘削調査技術 

  体系化 

        

 
（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 

地下水年代測定技術は、概要調査地区選定時のツールとなるように非常に遅い地下水流

速を評価することを目的として、4He 蓄積法、36Cl 法の整備と原位置での検証を平成 17 年
度まで実施してきた。これらについては、所定の成果が得られたが、これらの技術の国内

への適用性の確認・向上を図るために、幌延・瑞浪の深地層研究施設等での調査と、適用

性を向上するための技術開発を実施している。 

ｼｽﾃﾑの構築 ｼｽﾃﾑの高度化 ｼｽﾃﾑの実用化 

ｼｽﾃﾑの構築 ｼｽﾃﾑの高度化 ｼｽﾃﾑの実用化 

ｼｽﾃﾑの構築 ｼｽﾃﾑの高度化・実用化

ｼｽﾃﾑの実用化 装置の開発 ｼｽﾃﾑの高度化 

ｼｽﾃﾑの実用化 装置の開発 ｼｽﾃﾑの高度化 

ｼｽﾃﾑの実用化 装置の開発 ｼｽﾃﾑの高度化と統合化 

ｼｽﾃﾑの実用化 概念設計 詳細設計と装置の開発 

ｼｽﾃﾑの構築 ｼｽﾃﾑの実用化 

現地適用性検討(北進) 現地適用性検討(上幌延：大曲断層) 

ﾏﾆｭｱﾙ作成 
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表 49．研究開発計画（地下水年代測定技術調査） 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

地下水年代測定法の比較検討

・文献調査による測定方法の比
較・整理

地下水年代測定法のための技
術的検討

・採水方法調査

・Cl-36の関連技術

・He-4の関連技術

技術開発項目

・解析技術の開発

・測定技術の開発

地下水年代測定データの取得
と相互比較・検証

・オーストラリア大鑽井盆地にお
ける地下水年代測定手法の検証

国内への適用性検討

・幌延での調査

・瑞浪での調査

地下水年代測定法の提案

・Cl-36とHe-4による地下水年代
測定・評価法の提案

・総合的な地下水年代測定法

文献調査 文献調査

圧縮抽水、遠心、同位体交換技術など

加速器質量分析、核種生成量評価・解析など

希ガス分離定量、Heフラックス測定など

帯水層での調査

幌延（堆積岩）での岩石コア調査 幌延沿岸域での調査

瑞浪(花崗岩)での調査

評価法提案

評価法提案

水理的・地化学的評価方法の開発

新しい年代測定技術・採水技術の適用性検討

難透水層調査

 

 
２）海底地下水湧出探査技術高度化調査 

海底地下水湧出を探査する体系的な手法は存在しないため、平成 17年度までに、文献調

査等により既存技術の選別を行い、海水と地下水の特性差が も効果的に得られる密度や

溶存ラドン濃度、pH/ORP を検知する技術の開発を進めた。平成 18 年度からは、実海域へ

開発技術を適用し、検証を行うとともに、海底地下水湧出の調査フローを海域調査一部と

して合理的に行えるように提示した。 
表 50．研究開発計画（海底地下水湧出探査技術高度化調査） 

１、開発・検討
項目の　抽出
①文献調査・
　事例調査
②開発計画の

立案

H14 (2002) H15 (2003) H16 (2004) H17 (2005) H18 (2006) H19 (2007)年度

３、湧出水分析
　・評価手法の
　検討

①海底湧水の
　水質評価方
　法の検討

②湧水構造
　評価方法の
　検討

①湧水探査
　手法の検討

②探査センサ
　の検討

③湧出水性状
　調査方法の
　検討

・ROV/AUV及び搭載
　機器の調査

２、調査・分析
機器の開発

・原位置用シンチ
　レーションセンサ
　の製作と適用試験

・αトラック法の
　感度及び計測方法
　の検討

・光シンチレーシ
　ョンセンサの試作

・αトラックの室内
　試験

・pH/ORPセンサーの
　試作

・微流速流速計の
　性能試験及び改良点
　の検討

・希ガス、ラドン、
　酸素水素同位体比
　等の分析

・原位置用pH/ORP
　センサの製作と試験
・高精度微流速計
　の概念設計と基礎
　実験

・改良と適用試験

・改良と適用試験

・立地における評価
　項目の調査
・海底湧水探査の現状
　調査
・調査手法及び適用
　機器の課題の整理
・開発計画の立案

開発・検討項目の
抽出

調査・分析機器の開発
-湧出地下水の探査と性状分析機器及び手法開発-

湧出水分析・評価手法の検討　
-湧出地下水の水質と湧水構造の評価手法の検討-

個別要素技術のとりまとめ

・ROVの基本仕様及
　び搭載機器の検討
・AUVの実機調査

・湧出成分を考慮した
　採水方法の検討

・採水装置の概念設計

・現場適用型αト
　ラックセンサの製
　作と適用試験

・現場適用型微流
　速計の製作と適用
　試験

・海底湧水量の基礎
　的検討

・海底湧水探査調査
　フローの検討

・改良と適用試験

・改良と適用試験

・改良と適用試験

・改良と適用試験

・適用性確認

調査フローの検討
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３）岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査 
平成 17 年度には現状技術の調査を行い、取り組むべき課題の抽出を行った。平成 18 年

度からは、原位置トレーサ試験技術やそれを補完する各種割れ目探査技術について、平成

17年度に抽出された課題の解決を図って試験技術の基本的な整備を終了した。また、各試

験技術について原位置試験装置を試作し、室内にて基本性能の確認を行った。今後は、原

位置での実証試験を通じて各試験技術の有効性を確認するとともに、技術の確立を図る。 
 

表 51．研究開発計画（岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査） 

 実施項目／年度 １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
(1)原位置トレーサ試験技術

現状技術調査
原位置試験装置の試作 試作 改良
試験結果評価手法の開発 改良
原位置実証試験

(2)各種割れ目探査技術
1)ラドン濃度計測

現状技術調査
計測技術の開発
原位置試験装置の試作 試作 改良
原位置実証試験

2)高粘性流体注入試験
現状技術調査
試験技術の開発 改良
原位置試験装置の試作 試作 改良
原位置実証試験

3)物理探査
現状技術調査
探査技術の開発 改良
原位置試験装置の試作 試作
原位置実証試験  

 
（３）地質環境総合評価技術高度化開発 
本技術開発の第 2フェーズにおける研究開発計画を表 52に示す。平成 21年度末までに、

新の知識工学の技術の活用によるルールベース化を通じて、エキスパートシステムの構築

を試行した。また、次世代型地質環境総合評価システム（ISIS）の機能要件や全体構成を明

らかにした。 
表 52．研究開発計画（地質環境総合評価技術高度化開発）

③ エキスパートシステムの構築

平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度平成１９年度事業項目

①

① 利用者のニーズ調査

② 最新情報の調査

③ 有識者による評価委員会

② 知識のモデル化

④

全体の統合

各年度のプロダクト

ルールベース化及び事例ベース化の試行
(瑞浪URL:地球化学）

・マネジメントコクピットによ

る地質環境モデル作成・
地質環境調査計画立案支

援機能付加
・汎用エキスパートシステム

作成インターフェイス

① システムの設計・開発

技術的レビュー

ノウハウや判断根拠等の分析・
整理

アーカイブへの搭載

設計・ESの開発環境の整備

ルールベース化・事例ベース化の試行 エキスパートシステムの構築

国内外の専門家の使用によるレビュー
国内外のURLでの調査事例に照らした信頼性確認

瑞浪URL，沿岸域，幌延URL，長期安定性，他の地質環境条件
を対象とした情報の分析・整理

各年度毎に3回/年程度の評価委員会を開催し，有識者のコメントを計画へ反映

必要に応じて，研究成果の発表を含め最新情報の調査を実施

各年度毎に実施主体，規制研究機関と情報交換を実施

(2)ISISの開発

(1)地質環境調査に関わる知識の表出化手法の開発

(3)情報収集および委員会の設置運営

地質環境モデル構築及び説明書作成支援ES，地質環境調査計画書作成支援ES，

個々の調査計画立案及び実施支援ES

各機能の構築

想定される地質環境のパターンごとの地質環境モデル構築
及び地質環境調査計画作成に関する情報の分析・整理

ルールベース及び事例ベースの拡充

全体システムの
提示
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（４）沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
本研究開発では、特に沿岸域における調査評価技術を対象として、ボーリング調査や、物

理探査及び地下水等のデータベース並びに解析評価技術といった要素技術の高度化開発や、

これら技術の適切な組合せによる体系的適用試験を行い、塩淡境界及び断層評価を中心とし

た沿岸域の地質環境の総合評価手法を構築する。 
 

表 53．研究開発計画（沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発） 
 

実施項目／年度 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 
塩淡境界／地下水総合評価 

広域深部 

地下水解析 

 

ボーリング調査 

 

孔内・孔間試験 

     

沿岸域地質構造／断層評価技術 

評価技術 

陸域 

 

浅海域 

 

統合化断層評価

解析 

     

関連データベース 

沿岸域地質 

断層ＤＢ 

 

深部岩石ＤＢ 

 

深部地下水ＤＢ 

     

 

はぎとり法 深部解析 

モデリング 

1200ｍ孔 

分析・解析 

斜孔 

モデリング 

分析・解析 
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（５）先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 
本技術開発の第 2フェーズにおける研究開発計画を表 54に示す。平成 21年度末までに、

中間段階での技術の集約としてプロトタイプの開発を行った。平成 23年度末に向けては、プ

ロトタイプの試行を通じた課題の抽出等を行いつつ、実用版の構築に向けた個別技術の高度

化や、拡充及び体系化を進める予定である。 
 

表 54．研究開発計画（先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発） 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

(1)処分概念に関する動向調査

(2)先進的な処分概念の創出

(3)処分概念データベースの構築

(1)統合性能評価技術の開発

(2)課題探索的な性能評価技術の開発

(3)処分概念最適化技術の開発

(1)廃棄物特性の評価

(2)処分概念オプションの改良・高度化

(3)性能評価，処分概念最適化の技術の
   改良・高度化

(4)システム性能統合評価・処分概念
   最適化支援環境の構築

④情報収集および委
　員会の設置・運営 　有識者による評価委員会

事業項目

①先進的地層処分
  概念の開発

②性能評価技術／
  処分概念最適化
  技術の開発

③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

創出フレーム構築 概念創出，情報更新

調査・分析，情報整備

要件検討，設計 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築，適用
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ 整備

要素技術開発，段階的体系構築 ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

要素技術開発，段階的体系構築 技術ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化，適用ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

要素技術開発，段階的体系構築 ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

調査・分析，情報整備

評価手法，ツール構築

情報更新

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

特徴の調査・分析，開発要素特定 技術パッケージの
改良・高度化ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

基本要件，設計 ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ 関連技術開発，
体系化・支援環境の構築

各年度３回/年程度の評価委員会を開催し，有識者のコメントを事業に反映

技術パッケージの
改良・高度化ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ

技術ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化，適用

技術ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化，適用

技術ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化，適用

特徴の調査・分析，開発要素特定

整備

整備

整備

整備

整備

整備

整備

・重要課題抽出
・開発計画策定

・既存情報と技術
の集約

・要素技術開発

プロトタイプ
・技術パッケージ
・処分概念DB
・統合・利用支援環境

★ ★ ★ ★

最終成果物
・技術パッケージ
・処分概念DB
・統合・利用支援環境

(2) 処分概念および性能評価技術の
改良・高度化

(3) 最適化技術の改良・高度化

(4) 統合・利用支援環境の開発

性能評価統技術の開発

 

 
 
（６）処分システム化学影響評価高度化開発 
本技術開発は、平成 18年度まで（財）産業創造研究所にて実施された成果を踏まえ、平成

19 年度から平成 23 年度までの第 2 フェーズの計画として設定している。この 5 年の期間に

おいて、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、④処分環境核種移行遅延要因影響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。これら各々の

影響評価手法の開発によって、各現象に係わる不確実性評価を可能とするとともに、一連の

影響評価を総合的に検討することを通じて、地層処分システムの長期評価に係わる総合的な

理解の向上と体系的な評価基盤の構築を図る。5 年後の全体目標（期待される成果）と反映

先を表 55 に示す。平成 20 年度は、処分システム微生物影響及び処分環境核種移行遅延要因

影響についての国際ワークショップを開催し、それまでの成果を報告して海外機関の専門家

からのレビューを受けている。 
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表 55．研究開発計画（処分システム化学影響評価高度化開発） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 事業項目 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

（１）処分システム放射線影響

調査

①人工バリアへの放射線影響評価

手法の開発

②核種移行への放射線影響評価

手法の開発

（２）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

②微生物影響評価手法の開発

評価手法構築，データ拡充 評価手法改良，データベース化

水の放射線分解生成物影響の

実験的検討

不飽和系での水の放射線分解生成物

影響の検討

α線照射実験，化学環境評価モデル構築

（FACSIMILE)

測定手法，評価手法構築 地下研等における

適用性確認

特性データ取得手法開発

高度化

地下研等における

適用性確認

室内試験によるパラメータ取得

モデル（MINT)の改良・精緻化

室内試験による移行挙動パラメータ取得

モデルの確証

データ拡充，データベース化

モデルの改良

チェック＆レビュー

チェック＆レビュー

既存シナリオ情報のまとめ

既存シナリオ情報のまとめ

 事業項目 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

（３）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

②高温環境下での人工バリア挙動

評価調査

③人工バリア相互作用影響評価

調査

（４）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天然バリアの核種移行遅延評価

手法の開発

（５）情報収集及び

委員会設置・運営

評価手法改良

連成解析モデル（THMC-Couplys）改良，

塩濃縮・析出試験，測定技術開発

100℃を超える環境下での腐食試験

（降水系）

温度等を変えた変質試験，変質後の特性試験

測定手法，評価手法構築 地下研等における

適用性確認

各種拡散法等によるデータ取得，表面分析，

現象解析基本定数データベース開発

各種拡散法によるデータ取得

有機物等影響試験

評価手法構築，データ拡充

評価例提示

（海水系）

変質予測解析手法整備

データ拡充，データベース化

分配係数設定フローの見直し

情報収集

委員会 委員会 委員会 委員会 委員会
チェック＆レビュー

データ拡充

データベースの体系化

チェック＆レビュー

チェック＆レビュー
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（７）処分システム工学要素技術高度化開発 
本研究開発では、平成 17年度までの開発成果を基に抽出された技術課題に対して、技術調

査及び試験に関わる開発計画を策定し、研究開発を実施している。     
遠隔操作技術高度化開発については、遠隔溶接・検査及び遠隔搬送・定置に適用しうる要

素技術の適用性を評価すると共に、操業システム成立性を考慮した技術選択肢（技術メニュ

ー）の整備に着手し、操業システム案の提示を行った。人工バリア品質評価技術の開発につ

いては、オーバーパック溶接部の耐食性を評価すると共に、溶接部品質向上に関わる検討を

実施した。緩衝材に関しては、遠隔操作技術での課題を踏まえて平成 20年度に計画を立案し、

平成 21年度より品質評価のための小規模試験を開始した。モニタリング技術の開発について

は、平成 18年度までに実施した第１フェーズでの成果と 新の海外動向を踏まえ、モニタリ

ングの意義等を検討すると共に、要素技術の適用性評価を行い、技術メニューの整備を行っ

ている。 
 

表 56．研究開発計画（処分システム工学要素技術開発）

12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 2 1 22 23

１．遠隔操作技術高度化開発

①適用性確認試験

②技術選択肢(技術メニュー)の整備

③操業システムの成立性と技術オプションの提示

２．人工バリア品質評価技術の開発

①オーバーパッ ク溶接部の長期健全性に関わる試験

②緩衝材の品質評価技術に関わる試験

12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 2 1 22 23

1.  地層処分モニタリングの意義の整理

①地層処分モニタリングの意義の整理

②モニタリング技術メニューの整備

③モニタリング要素技術高度化調査

　

年度
実施項目

第１フェーズ 第２フェーズ

平成

平成
　
年度

実施項目

第１フェーズ 第２フェーズ

評価対象
年度
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（８）人工バリア材料照射影響調査 
 本研究開発では、平成 12年度より陽電子消滅法に関する測定装置の整備を進めて、炭素鋼

とガラスについて照射試験片を準備して微視的構造変化の測定を行うと共に、理論計算を行

い、材料の長期の放射線照射影響評価法について課題を抽出した。 

 
表 57．研究開発計画（人工バリア材料照射影響調査） 

年度（平成） 12 13 14 15 16 17 18 

測定装置の整備        
炭素鋼試験片の観察        
ガラス試験片の観察        
理論計算の実施        
表面観察手法の高度化        
長期照射影響評価法の検討        
まとめ        

 
（９）地下坑道施工技術高度化開発 
本技術開発は、表 58に示すように「要素技術の開発」、「原位置適用性試験」、「グラウト影

響評価技術の開発」で構成される。平成 19年度から平成 21年度までの 3年の期間に、それ

ぞれの要素の成果を統合したプロトタイプとなる技術を構築することに焦点をあて、平成 20
年度には、本プロジェクトの進め方の鍵となる課題についての国際ワークショップを開催し、

課題解決に向けたアプローチやそれまでの実施成果を報告して、海外機関の専門家からのレ

ビューを受けている。平成 21年度にはプロトタイプとして提示した技術と残りの課題につい

て、今後残りの 2 年間に全体目標として掲げたレベルに到達できるかどうか実用的な観点か

ら地下坑道施工技術高度化開発委員会のレビューをいただいている。 
 

表 58．研究開発計画（地下坑道施工技術高度化開発） 
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（１０）人工バリア長期性能評価技術開発 
 本技術開発は、第 2 次 TRU レポートで指摘された課題及び調整会議で明らかになった人工

バリアの長期性能に関する喫緊の課題を解決するものである。 
人工バリア材の長期挙動の評価では、第 1 期には、性能評価における不確実性の低減を目

指し、現実的な条件でのデータを蓄積した。第 2期には、平成 20年代中頃に想定される精密

調査地区の選定に向けて、多様な材料や環境に対応した性能評価を可能にすることを目標に、

現実的に使用され得る材料を対象にデータ取得を実施している。 
 また、ガス移行挙動の評価に関しては、第 1 期にはスイス グリムゼルでのガス移行試験

及びその成果を取りまとめた。第 2 期には、その成果を受けて国内の地層処分で想定される

高配合ベントナイトのガス移行に係る基礎特性を取得する計画である。 
 

表 59．研究開発計画（人工バリア長期性能評価技術開発） 
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（１１）ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 
 本開発は、TRU 廃棄物の地層処分における重要核種であり、また、地質媒体への収着性が

乏しいことから、その影響を低減するためには人工バリアにおいて対策が必要であるヨウ素

129 及び炭素 14 を対象に、工学的対策としてのヨウ素固定化技術ならびに炭素 14 の長期閉

じ込め技術を開発するものである。 
 平成 18年度までは、各技術の見通しを得るとともに、実用化に向けた技術の絞り込みを行

い、それぞれの技術について見通しのある複数の候補を選定した。平成 19年度以降は、それ

らの実用化に向けて、ヨウ素固定化処理技術では各固定化技術における長期的なヨウ素の放

出モデルの確立を実施し、炭素 14の長期閉じ込め技術では、閉じ込め容器の製作時に生じる

可能性のある欠陥やその影響の評価を実施している。また、炭素 14 の放出挙動については、

その存在量ならびに対象廃棄物であるハル・エンドピースからの放出挙動に関するデータが

不足していることから、そのデータの拡充も目的とし、長期浸出試験を実施している。 
 

表 60．研究開発計画（ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発） 

 
（１２）硝酸塩処理・処分技術高度化開発 
本技術開発の全体目標は、硝酸塩影響評価システムの構築と硝酸塩除去技術の開発であり、

それぞれ、事業開始（平成 19年度）から概ね 2年半（平成 21年度末まで）を個別要素のモ

デル化や、個別要素技術の構築に向けたデータ取得のための実験的研究に充てている。また、

硝酸塩影響評価システムの構築については、平成２１年度末にベルギーで開催される国際 TRU
ワークショップ（ベルギーＳＣＫ／ＣＥＮ主催、開催地ブリュッセル）に参加し、それまで

の成果を報告して海外機関の専門家からのレビューを受けている。放射性廃液中の硝酸塩除

去技術の開発については、平成 22 年度に開催予定の「ICEM2010 The 13th International 
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Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management（第 13回環

境修復・放射性廃棄物管理国際会議）」に参加し、それまでの成果を報告して海外機関の専門

家からのレビューを受けることにしている。 
これらによって得た助言を以降の計画に反映しつつ、平成 22年度から終了までの 2年間で、

硝酸塩影響評価システムの構築や硝酸塩除去システムの構築を目指していく。 
 

表 61．研究開発計画（硝酸塩処理・処分技術高度化開発） 

事業項目 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

（１）硝酸塩の影響評価システム

の構築

①処分環境における硝酸イオンの化
学変遷挙動評価

②核種移行パラメータに対する硝酸塩
の影響評価

③硝酸塩影響評価システムの構築

（２）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

②硝酸イオンの分解技術開発

③高濃度硝酸塩除去技術の構築

（３）情報収集及び委員会の設

置・運営

評価システム構築

溶解度取得・評価

個別モデル開発・データ拡充

システム構築

委員会 委員会 委員会 委員会 委員会

モデル開発・入力データ取得 モデル改良・長期試験

データベース化収着分配係数取得・評価

Na+及びNO3
-分離技術開発 分離システム構築

技術調査 適用性試験

総合評価試験システム構築個別技術開発

システム構築 総合評価試験

適宜関連機関と情報交換を実施

要素技術中間
取りまとめ

要素技術中間
取りまとめ

国際技術情報交換会議（海外）

反映

反映

中間評価

 
 
 
３－５－２－Ａ 研究開発実施者の実施体制・運営 
 
（１）ボーリング技術高度化開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＣＲＩＥＰＩが経済産業省からの委託

を受けて実施した。また再委託先としてゼネコン、メーカー、コンサルタントが参加した。 
開発した機器の現地適用性検討は、ＪＡＥＡ幌延深地層研究センターとの共同研究として

実施した。 
また、研究開発に当たっては、研究開発を総括するためのプロジェクトリーダーを設置す

るとともに、プロジェクトの内容と進め方について適切な助言を得るために、学識経験者、

関連分野の高度な専門知識を有する専門家及びこの技術の将来のユーザーとなる機関の専門

家からなる「ボーリング技術高度化開発検討委員会」を設置した。 
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図 137．研究開発実施体制（ボーリング技術高度化開発） 

 
（２）岩盤中地下水移行評価技術高度化開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＣＲＩＥＰＩが経済産業省からの委託

を受けて実施した。また、再委託先としてメーカー、コンサルタントが参加した。 
また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダーを

設置するとともに、プロジェクトの内容と進め方について適切な助言を得るため、学識経験

者及び関連分野の高度な専門知識を有する専門家、将来のユーザーである原子力発電環境整

備機構の専門家等からなる「地下水年代測定技術調査検討委員会」、「海底地下水湧出探査技

術高度化調査検討委員会」、「岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査検討委員会」を設置し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 138．研究開発実施体制（岩盤中地下水移行評価技術高度化開発） 

原位置への
適用性検討

地下水年代測定・評価
技術の開発

湧出水分析・評価
手法の検討

調査フローの
検討

調査・計測機器の
開発

各種割れ目探査
技術の開発

トレーサ試験・評価
技術の開発

高粘性流体注入
による調査技術

物理探査による
調査技術

Rn濃度計測による
調査技術

原位置での
実証性検討

測定技術等の
開発

解析技術等の
開発

岩盤中地下水移行評価技術高度化開発
プロジェクトリーダー：木方 建造

地下水年代測定技術
調査チーム

主担当：長谷川 琢磨

海底地下水湧出探査定
技術高度化調査チーム

主担当：宮川 公雄

岩盤中物質移行特性評価
技術高度化調査チーム

主担当：田中 靖治

岩盤中物質移行特性評価技術高度化
調査検討委員会

（委員長：岡山大学教授 西垣誠）

研究実施機関
財団法人 電力中央研究所

海底地下水湧出探査定技術高度化
調査検討委員会

（委員長：東京大学教授 蒲生俊敬）

地下水年代測定技術調査検討委員会
（委員長：京都大学教授 馬原保典）

株式会社
セレス

川崎地質
株式会社

大成基礎設計
株式会社

株式会社
レアックス

株式会社
ダイヤコンサルタント

ＪＦＥシビル
株式会社

大成基礎設計
株式会社

株式会社
セレス

株式会社
地球科学研究所

再委託
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（３）地質環境総合評価技術高度化開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＪＡＥＡが経済産業省からの委託を受

けて実施した。 
実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダーを設置するとともに、

研究計画、実施方法、結果の評価等に関する審議・検討を行うため、大学及び研究機関の専

門家 9名からなる「地質環境総合評価技術高度化開発委員会」を設置した。本技術開発では、

ＪＡＥＡの 2 つの深地層の研究施設計画を推進してきた実績と、その経験に基づく体系的な

地質環境調査評価技術に関する技術的研究成果を基盤とし、さらにＪＡＥＡの運営費交付金

による研究開発成果、資源エネルギー庁関連技術開発成果、他の研究機関の成果を適宜反映

している。また、再委託先としてメーカー、コンサルタントが参加した 。 
本技術開発の実施内容は多岐にわたり、地質環境に関する様々な分野の専門家とともに、

処分場の設計や性能評価に関わる専門家の参加の下に実施している。さらに、本技術開発を

効率的な実施のために、国内外の研究機関との協力体制を活用している。 
 

経済産業省
資源エネルギー庁

地層処分研究開発部門
研究開発統括ユニット 〔ユニ

地質環境総合評価
技術高度化開発
検討評価委員会
（委員長：首都大学東京

山崎晴雄 教授） 電力中央研究所

産業技術総合研究所

原子力発電環境整備機構

（ＮＵＭＯ）

原子力安全基盤機構

国の基盤研究開発
調整会議

共同研究

（研究協力協定）

技術協力

(技術協力協定)

スウェーデン核燃料・
廃棄物管理会社

（SKB）

スイス放射性廃棄物
管理共同組合

（NAGRA）

日本原子力研究開発機構 （JAEA）

・ 実施計画立案
・ 地質環境評価情報の分析整理
・ ISISの開発（概念構築，ルール作成）
・ 沿岸域の調査評価技術の体系化検討
・ 検討評価委員会の運営
･ 報告書の作成
・ 成果の外部発表 原子力環境整備促進・

資金管理センター

共同研究

（研究協力協定）

共同研究

（研究協力協定）

共同研究

（研究協力協定）

共同研究

（研究協力協定）

米国 連邦エネルギー省
（DOE）

フィンランド ポシヴァ社
（POSIVA） （研究協力協定）

共同研究

（研究協力協定）

共同研究

（研究協力協定）

英国 原子力廃止措置機関
（NDA） （研究協力協定）

地層処分研究開発部門
（プロジェクトリーダー：梅木博之 研究主席）

東濃地科学
研究ユニット

幌延深地層
研究ユニット

地層処分基盤研究
開発ユニット

メーカー、コンサルタント会社

（クインテッサジャパン/サンコーコンサルタント/大成基礎設
計/ダイヤコンサルタント/地層科学研究所/パシフィックコン
サルタント等）

再委託・
情報収集

研究員派遣

堆積岩地質環境

研究グループ
結晶質岩地質環境

研究グループ
システム性能
研究グループ

研究開発統括ユニット

計画グループ

知識化グループ

 
図 139．研究開発実施体制（地質環境総合評価技術高度化開発） 

 
（４）沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、平成18年度の「塩淡境界面形状把握調

査」と平成19年度の「沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発」はＡＩＳＴが、平成18年
度の「物理探査技術信頼性確認試験」と平成20年度の「沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度

化開発」はＲＷＭＣが、経済産業省からの委託を受けて実施した。ＡＩＳＴにおける本研究

開発では、塩淡境界／地下水総合評価チーム、沿岸域地質構造／断層評価技術チーム、関連
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データベースの３つのチームを構成し、それぞれのチームリーダーには関連研究分野に長年

従事してきた３名の研究者を配置した。さらに適切なプロジェクト進行及び地元との密接な

情報共有のために、幌延副町長、ＪＡＥＡ幌延深地層研究センター所長、幌延地圏環境研究

所所長らに運営・評価委員に就任していただいた。 
ボーリング掘削は特に沿岸域の脆弱地盤の掘削の経験が深く、かつ優れた防爆対策を有す

るサンコーコンサルタント、物理探査は調査経験の豊富な地熱技術開発等に外注したが、い

ずれも競争入札を導入し、技術と経済性の両立を考慮している。また、ＪＡＥＡ、幌延地圏

環境研究所、ＣＲＩＥＰＩ等との連携により、より広範にわたる調査を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 140．研究開発実施体制（沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発）

 経済産業省 

プロジェクト・リーダー 

データベース・チーム 

運営・評価委員会 

ステアリング・ボード 

地質構造・断層チーム 塩淡境界・地下水チーム 

日本原子力研究開発機構 

幌延地圏環境研究所 

和歌山大学

電力中央研究所 

北海道大学

共同研究機関 

 

【プロジェクトリーダー】
産業技術総合研究所 
地下水研究グループ長 
丸井 敦尚 
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（５）先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＪＡＥＡが経済産業省からの委託を受

けて実施した。 
実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダーを設置するとともに、

研究計画、実施方法、結果の評価等に関する審議・検討を行うため、大学及び研究機関の専

門家８名からなる「先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発委員会」を設置した。本

技術開発では、ＪＡＥＡが過去に実施した高レベル放射性廃棄物や TRU 廃棄物の地層処分技

術に関する技術的研究成果を基盤とし、さらにＪＡＥＡの運営費交付金による研究開発成果、

資源エネルギー庁関連技術開発成果、他の研究機関の成果を適宜反映している。また、再委

託先としてメーカー、コンサルタントが参加した。 
本技術開発の実施内容は多岐に渡り、処分分野以外の様々な分野の専門家との協力が不可

欠であることから、これを円滑に進めるために、原子力利用に関する唯一の総合的な研究機

関であるＪＡＥＡの特徴を活かし、他の部署の専門家を含めた実施体制を構築することで効

果的な研究開発となるようにした。さらに、本技術開発をより効率的に実施するために、国

内外の研究機関との協力体制を活用した。 
 

経済産業省
資源エネルギー庁

先進的地層処分技術・
性能評価技術
高度化開発

検討評価委員会

原子力発電
環境整備機構

原子力安全基盤機構

地層処分基盤研究開発
調整会議

技術協力

(技術協力協定)

米国エネルギー省
（DOE）

アルゴンヌ国立研究所
（ANL） 等

日本原子力研究開発機構 （JAEA）

・ 実施計画立案
・ 先進的地層処分概念の開発
・ 性能評価技術／処分概念最適化技術の開発
・ 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

･ 報告書の作成
・ 成果の外部発表

国際協力

(GNEP)

本事業で設置

電力中央研究所
共同研究

(研究協力協定)

原子力環境整備促進・
資金管理センター

共同研究

(研究協力協定)

共同研究

(研究協力協定)

地層処分研究開発部門
（プロジェクトリーダー：
梅木博之 研究主席）

地層処分
研究開発
ユニット

ｼｽﾃﾑ性能
研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ
核種移行

研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾆｱﾌｨｰﾙﾄﾞ
研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ

研究開発
統括

ユニット

知識化

グループ

再処理
技術開発
センター

原子力
基礎工学
研究部門

次世代
原子力
システム
研究開発

部門

バック
エンド

推進部門

メーカ、コンサルタント会社、大学
（三菱総研、三菱重工、クインテッサジャパン、

原環センター、米国カリフォルニア大学バークレイ校等）

研究員派遣再委託

研究開発推進室

 
図 141．研究開発実施体制（先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発） 
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（６）処分システム化学影響評価高度化開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＪＡＥＡが経済産業省からの委託を受

けて実施した。また、再委託先として大学、ＣＲＩＥＰＩや民間会社が参加した。 
さらに、本件の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダーを指

名するとともに、成果の品質をより確かなものにするという観点から、研究計画から実施方

法や結果の評価に至るまでの審議・検討を行うことを目的とした外部の有識者等１１名で構

成される「処分システム化学影響評価高度化開発委員会」を設置し、年に 3 回の委員会を開

催した。またこの委員会の委員には処分事業者等の専門家を加えており、成果の移転がスム

ースに行えるよう意図している。 
 

 

 
図 142．研究開発実施体制（処分システム化学影響評価高度化開発） 

 
（７）処分システム工学要素技術高度化開発 
本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＲＷＭＣが経済産業省からの委託を受

けて実施した。また、再委託先として図 143に示す企業が参加した。 
また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダーを

設置するとともに、外部の有識者（大学、研究機関等の専門家）によって構成される委員会

を各開発対象技術に設置・運営し、開発計画、実施方法、結果の評価等について、開発のマ

イルストーンに合わせた時期に審議、検討を行い、開発成果の客観性を保つとともに、成果

報告書の取りまとめに反映した。 
 
 
 
 
 



 

184 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 143．研究開発実施体制（処分システム工学要素技術高度化開発） 
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（８）人工バリア材料照射影響調査 
本研究開発は、ＲＷＭＣが経済産業省からの委託を受けて実施した。また、再委託先とし

て図 144 に示す通り東北大学が参加した。また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を

統括するためのプロジェクトリーダーを設置し、開発のマイルストーンに合わせた時期に進

捗状況と成果を適時確認し、見落し防止及び妥当性と正確性の向上をはかるとともに、成果

報告書の取りまとめに反映した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 144．研究開発実施体制（人工バリア材料照射影響調査） 
 
 

 

研究開発実施機関 
（財）原子力環境整備促進・資金管理センター 
（プロジェクトリーダ－：朝野英一） 
 ・調査／試験計画検討 
 ・調査／試験結果の評価 
 ・研究全体の取りまとめ 
 ・報告書の作成 

照射影響評価研究 
東北大学金属材料研究所 
・照射試験片の準備 
・照射試験片の測定 
・理論計算の実施と測定結果との比較 
・寿命予測における留意点の整理 
・寿命予測モデルの基礎検討 

経済産業省 
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（９）地下坑道施工技術高度化開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＪＡＥＡが経済産業省からの委託を受

けて実施した。また、再委託先としてゼネコン等の民間会社や大学等が参加した。 
さらに、本件の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダーを指

名するとともに、成果の品質をより確かなものにするという観点から、研究計画から実施方

法や結果の評価に至るまでの審議・検討を行うことを目的とした外部の有識者等 8 名で構成

される「地下坑道施工技術高度化開発委員会」を設置した。 
この委員会の委員には処分事業者等の専門家を加えており、成果の移転がスムーズに行え

るよう意図している。 
 

 
 

資源エネルギー庁 

産学連携推進部

契約 

地層処分研究開発部長 

・ニアフィールド研究グループ 
（プロジェクトリーダー：油井三和） 

地下坑道施工技術の高度化 
開発を担当 

拠点の所長 

・東濃地科学研究ユニット  
結晶質岩工学 技術開発グループ 

・幌延深地層研究ユニット  
堆積岩工学技術開発グループ 

一部，社内委託

報告

地下坑道施工技術の高度化
開発を担当 

評価 

報告 

外部専門委員会

JAEA 

一部の業務をメーカー等へ委託 一部の業務をメーカー等へ委託 特定課題推進員 

技術者の雇用 

(株式会社クィンテッサジャパン、清水建設株式会社) (株式会社大林組、鹿島建設株式会社) 

「地下坑道施工技術高度化開発委員会」

委員長：京都大学副学長 大西有三 

 

 
図 145．研究開発実施体制（地下坑道施工技術高度化開発） 

 
 
（１０）人工バリア長期性能評価技術開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＲＷＭＣが経済産業省からの委託を受

けて実施した。また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェク

トリーダーを設置するとともに、人工バリア材の性能評価及びガス移行挙動の評価の妥当性

の確保並びに効率的な研究開発を実施するにあたって、意見聴取のために専門知識を有する

大学及び研究機関の研究者並びに実施主体等の委員からなる「人工バリア長期挙動評価検討

委員会」及び「ガス移行挙動検討委員会」を設置した。 
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図 146．研究開発実施体制（人工バリア長期性能評価技術開発） 
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（１１）ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＲＷＭＣが経済産業省からの委託を受

けて実施した。また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェク

トリーダーを設置するとともに、ヨウ素固定化技術の開発方針や開発内容等、炭素 14の長期

閉じ込め性及び炭素 14 の放出挙動評評価の妥当性の確保並びに効率的な研究開発を実施す

るにあたって、意見聴取のために専門知識を有する大学及び研究機関の研究者並びに実施主

体等の委員からなる「ヨウ素固定化処理技術開発検討委員会」及び「廃棄体開発検討委員会」

並びに「炭素 14放出挙動検討委員会」を設置した。 
 

 

図 147．研究開発実施体制（ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発） 

財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター 

（プロジェクトリーダー：朝野英一、大和田仁） 

・調査／試験計画検討 ・調査／試験結果の分析、評価

・技術評価項目の具体化及び評価手法の検討 

・各委員会の運営 ・研究全体の取りまとめ 

・報告書の作成 

ヨウ素固定化処理（～H21まで） 

・岩石固化処理技術の開発 

担当：㈱神戸製鋼所 

・BPIガラス固化処理技術の開発 

担当：日揮 

・セメント固化処理技術の開発 

担当：㈱東芝 

（いずれも H18～H21年度実施） 

再委託 

 

ヨウ素固定化処理技術開発委員会 

（主査：東海大学教授 大江俊昭） 

平成 18 年度～平成 21 年度 

廃棄体開発検討委員会 

（主査：東京大学教授 寺井隆幸） 

平成 18 年度～平成 21 年度 

炭素 14 放出挙動検討委員会 

（主査：財）原子力安全研究協会 杤山修）

平成 18 年度～平成 21 年度 

廃棄体開発（～H21まで） 

・コンクリート容器の長期健全性 

担当：㈱太平洋コンサルタント 

・非破壊検査技術 

担当：㈱日立製作所（現：日立 GE

ﾆｭｰｸﾘｱｴﾅｼﾞｰ㈱） 

・金属容器の開発 

担当：㈱IHI 

（いずれも H18～H21年度実施） 

炭素 14放出挙動調査（～H21まで） 

・インベントリの合理的設定（BWR) 

・C-14浸出試験 

担当：㈱東芝 

・インベントリの合理的設定（PWR)

担当：三菱重工業㈱ 

・金属の腐食試験 

担当：㈱神戸製鋼所 

（いずれも H18～H21年度実施） 

経済産業省 
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（１２）硝酸塩処理・処分技術高度化開発 
本技術開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＪＡＥＡが経済産業省からの委託を受

けて実施している。プロジェクトの実施については、地層処分研究開発部門長が総括責任者

となっている。本件は処理・処分にまたがる技術開発であり、処理技術については、ＪＡＥ

Ａ内のバックエンド推進部門に社内委託しており、バックエンド推進部門長は処理技術開発

について総括する。すなわち、硝酸塩影響評価システムの構築は地層処分研究開発部門が、

また、硝酸塩除去技術の開発はバックエンド推進部門の関係部署がそれぞれ対処している。

研究開発の実施に当たっては、研究開発全般管理のためのプロジェクトリーダーに、地層処

分研究開発部門 TRU廃棄物処分研究グループリーダーを充てている。 
研究開発成果の品質保証や、ニーズに適合する成果をめざすため、関係する技術領域の専

門家として大学教員 5名及び放射性廃棄物調査研究機関職員 1名、処理事業者 1名、処分事

業者 1名及び電気事業者 1名の合計 9名からなる外部専門委員会「硝酸塩処理・処分技術高

度化開発委員会」を設置し、年 3回開催（平成 19年度は 2回）して教示や意見を求め、適宜

研究に反映している。データ取得等の業務の一部を外部メーカー等に委託しているが、作業

現場での打合せを行う等、緊密な連絡を取り十分なコミュニケーションの下に実施している。

また、内部でのデータ取得等のために特定課題推進員を雇用し、同じく十分なコミュニケー

ションの下に作業が行われている。 
 

地層処分研究開発部門長 バックエンド推進部門長

TRU廃棄物処分研究グループ
廃棄物処理技術開発グループ

資源エネルギー庁

一部、社内委託

報告
硝酸塩影響評価技術の高度化

開発を担当

硝酸塩除去技術の高度化
開発を担当

一部の業務をメーカーへ委託 一部の業務をメーカー等へ委託

JAEA
産学連携推進部

契約

技術者の雇用

特定課題推進員

（株式会社神戸製鋼所、三菱マテリアル株式会社）

外部専門委員会

報告

評価
「硝酸塩処理・処分技術

高度化開発委員会」
委員長：九州大学教授

出光一哉

（株式会社神戸製鋼所、日揮株式会社）

（プロジェクトリーダー；亀井 玄人）

 
図 148．研究開発実施体制（硝酸塩処理・処分技術高度化開発） 
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３－５－３－Ａ 資金配分 
 
本事業に係る概算事業費（年度予算）は表 62に示す通りである。 
資金配分については、事業全般の成果と照らして妥当とする見方もできるが、費用対効果

の評価や成果の事業化への寄与等が未確定であり、定量的な評価が困難な面もある。これら

の点を考慮すれば、関連する情報提供及び説明において改善の余地はあると考えられる。 
表 62．資金配分（単位：百万円） 

A．地層処分技術調査等委託費 3,183 3,376 3,682 3,652

【①地層処分共通技術調査】 1,301 1,172 1,308 1,308

ボーリング技術高度化開発 429 429 429

岩盤中地下水移行評価技術高度化開発 368 368 368

地質環境総合評価技術高度化開発 140 196 196

沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 235 315 315

【②高レベル放射性廃棄物処分関連】 1,333 1,390 1,530 1,521

先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 253 313 313

処分システム化学影響評価高度化開発 494 494 494

処分システム工学要素技術高度化開発 368 448 439

地下坑道施工技術高度化開発 275 275 275

【③ＴＲＵ廃棄物処分技術】 549 814 844 823

人工バリア長期性能評価技術開発 226 226 219

ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 482 482 468

硝酸塩処理・処分技術高度化開発 106 136 136

年度 18 19 20 21

※

※

※

 
 ※基礎研究フェーズⅠ（～Ｈ18年度）までの研究開発の成果を踏まえ、研究テーマの組替え、新規、

廃止等を実施。H18年度の研究テーマについては、図 10を参照。 
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３－５－４－Ａ 費用対効果 
 
本事業は、原子力発電を基幹電源として継続的に活用していく上で不可避の課題である高

レベル放射性廃棄物やTRU廃棄物の地層処分に関して、中長期的な視点で国としての基盤的研

究開発を展開することによって、技術的信頼性や安全性を一層高め、国民の理解を得つつ技

術基盤を確立していくことを目的とする。このような事業の性格から、現時点で長期的な事

業化までを含めた費用対効果の定量的な評価は難しいものの、以下の２つの観点で定性的に

は効果が見込まれるものである。 
○個々のテーマのこれまでの成果については、処分事業及び国の政策並びに安全規制等の検

討に既に反映されているもの、今後の概要調査段階等で活用が見込まれる成果が得られて

いる。 
○技術的信頼性や安全性の一層の向上を目指した本事業の成果は、多重バリアや処分場のよ

り合理的な設計に資する等、継続的な側面での効果を有することが考えられるほか、高レ

ベル放射性廃棄物とTRU廃棄物の併置処分の実現を高める観点での技術開発成果は、併置処

分による経済的な効果に資することとなる。 

 
（１）ボーリング技術高度化開発 
ボーリング掘削技術や孔内での測定・検層に関する技術開発は主に鉱山や油田等の資源開

発分野で実施されてきている。これらの分野では鉱床や石油胚胎層を発見することで巨額の

資金を得られることから、掘削・調査技術にも巨額の資金が導入されている。本事業では、

投入資金を縮減する観点から、極力既存技術を活用し、これを土木工事用にダウンサイジン

グして、統合化することによりシステムを構築している。 
本技術開発が対象としている堆積性軟岩が分布する沿岸域では、通常のボーリングでは多

数のボーリング掘削が必要となるほか、海上リグ（海上に設置する作業用足場）を構築する

ことによる費用の増加、社会受容性の困難等が考えられる。これらの点を考慮すると資金投

入に見合った調査の効果が期待できる。 
 
（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 

本技術開発で開発した技術は、精密調査・精密調査地区選定時のボーリング調査時に他

の調査と共に実施が可能であり、具体的に地下水年代が提示されるため、調査の効率化や

合理的な設計に寄与できるものと考えられる。 
また、本技術開発では、独自にボーリング調査等を実施せず、ＪＡＥＡや他の経済産業

省の委託事業等から試料の提供を受けて実施しているため、効率的に調査が実施できてい

ると考えられる。 
 
２）海底地下水湧出探査技術高度化調査 

海底地下水湧出を探査する手法について、現状技術のみで行う場合は海上ボーリングや

大規模な海域調査等が必要となる。このため本技術開発では、文献調査等により技術の選

別を行い、海水と地下水の特性差が も効果的に得られる要素技術に絞って開発を進めた。

また、実海域での試験により開発技術の検証を行うとともに、海底地下水湧出の調査フロ

ーを海域調査の一部として合理的に行えるように提示することで、直接的かつ効果的に手
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法の適用がなされるように図っている。 
 
３）岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査 
本技術開発で開発した技術により、ＮＵＭＯによる高レベル放射性廃棄物処分地選定の

ための精密調査において、岩盤中での溶質移行特性の高精度な評価が可能となり、安全評

価の高精度化や合理的な施設設計に資することが期待される。 
 
（３）地質環境総合評価技術高度化開発 

本技術開発は、専門家のノウハウ等に基づき次世代型地質環境総合評価システム（ISIS）
を構築するものであり、例えば複数地点で概要調査等を同時並行で行うような場合でも、信

頼性を持った調査・評価を効率的に実施することが可能となり、データ・情報の信頼性の向

上による事業促進、処分費用の低減等の効果を期待することができる。また、段階的に蓄積

される情報・データを適宜反映して、地質環境調査を柔軟に 適化することができるような

システムを構築することから、幅広い地質環境やその他の境界条件の変化への柔軟性や合理

性のある対応を可能とし、もって処分費用の低減等に貢献することができる。 

 
（４）沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
北海道幌延町をテストフィールドとした一連のプロジェクトの開始当初は、調査地の確保

や埋蔵文化財調査等で時間を要したが、ボーリング調査開始後、特に平成21年度以降はＡＩ

ＳＴ及び協力機関の人的資源、野外観測装置、分析装置等を活用して費用の低減に努め、可

能な限り 大の費用対効果が期待できる状況となっている。慨すれば、本研究開発は当初計

画に準じた速度で展開され、同時に相応の研究成果も期待できることから、当初の見込みに

見合った費用対効果があったものと考えられる。 

 
（５）先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 
本技術開発は、地層処分の技術的成立性とその信頼性向上という観点から、地層処分に関

する長い事業期間や、将来にわたる原子力の継続的利用において想定される様々な状況等に

対応可能な処分概念や性能評価技術を、具体的に提示するとともに、処分概念や廃棄物管理

体系の 適化に関わる技術を提示することによって、幅広い地質環境やその他の境界条件の

変化への柔軟性や合理性のある対応を可能とし、もって処分の安全性の向上、処分費用の低

減等の効果を期待することができる。 
また，米国との研究協力に貢献することにより、世界をリードする研究開発としてわが国

のステータスを高めるという価値を与えたことは意義深いものと言える。 

 
（６）処分システム化学影響評価高度化開発 
本技術開発は、高レベル放射性廃棄物の地層処分システムの工学設計や安全評価の信頼性

向上に資するため、放射線の影響、微生物の影響、バリア間の複合作用等の化学環境（熱、

水、応力、化学）、核種移行場（圧密体）に関わる 4つの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実施されたものである。不確実性要

因が定量化されることにより、さらに信頼性を持った処分場設計や安全評価を効率的に実施

することが可能となる。これまで評価できなかった現象理解についての知識が増加すること

により、安全評価や処分費用の低減等の効果を期待することができる。例えば、放射線影響
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や微生物影響評価モデルは、高レベル放射性廃棄物や TRU 廃棄物、浅地層処分、地中埋設型

の処分方式を採用する廃棄物の処分場設計や性能評価だけでなく、高レベル放射性廃棄物と

TRU廃棄物の併置処分の評価に対しても適用が可能となる。バリア間の複合作用の評価では、

100℃を超える条件での緩衝材変質挙動、人工バリア相互作用影響を把握することで、サイト

選定の裕度拡大や処分費用の面での合理的なクライテリアの構築への反映が期待できると考

えられる。 
 
（７）処分システム工学要素技術高度化開発 
本技術開発のうち、遠隔操作技術高度化開発については、遠隔操作技術に対する幅広い要

素技術の適用性や処分システムの成立性、技術オプションを定量的な情報を基に提示し、技

術的信頼性の向上に貢献するものである。また、処分場の操業における中核技術である遠隔

操業技術の成立性に対し、幅広い技術選択肢を提示することから、合理的、効率的かつ具体

的な処分概念の成立に寄与し、処分費用の低減等の効果を期待することが可能になる。 
人工バリア品質評価技術の開発については、高レベル放射性廃棄物処分環境における炭素

鋼溶接部の耐食性に関わる体系的な評価を試みた世界的に類を見ない研究を継続しており、

オーバーパック製作技術及び遠隔溶接技術の開発に対して、貴重なデータと知見を提供して

いる。特に、ある環境条件・溶接条件によっては炭素鋼溶接部の耐食性が母材と異なる挙動

を示したことは、今後のオーバーパックの寿命評価や製作技術開発において重要な知見をも

たらした。その改善策として着手した、溶接部の長期腐食挙動評価や、耐食性を考慮した溶

加材選定、残留応力評価手法の開発の成果は、信頼性のある技術選択肢の整備に貢献するも

のである。また、緩衝材に関して施工品質を踏まえた技術選択肢の整備は、処分環境及び将

来のシナリオが決定された時点で柔軟に信頼性・効率・コストを考慮した 適化を図るため

に不可欠なものであり、効率的な事業の推進を支援する経済的意義を有する。 
モニタリング技術の開発については、今後の地層処分事業の各段階におけるモニタリング

に関する議論や計画立案に資するものである。事前に各段階の意思決定の際の地質環境や人

工バリア等、多様な処分システムに応じたモニタリング技術を議論する際には、各利害関係

者間の共通の情報提供を可能にするものであることから、意思決定の効率化に寄与すること

が期待される。これらのことから、技術間の比較が可能となり、施工期間の短縮と施工コス

トの低減が実現可能となるため、その費用対効果は大きい。 

 
（８）人工バリア材料照射影響評価  
本技術開発では、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

装置を整備した上で、人工バリア材料である炭素鋼及びガラスの放射線照射による照微視的

構造変化の測定データの蓄積し、照射損傷に関する材料の長期寿命予測モデルの構築を行っ

てきた。 
その費用対効果を数値化することは困難であるが、蓄積したデータから照射損傷の根本原

因を考察し、その形成過程のシミュレーション手法の有効性を確認しており、低線量で長期

間の照射という地層処分に特有な条件での材料特性に対して、有益な知見を提供することが

期待できる。 

 
（９）地下坑道施工技術高度化開発 
本技術開発は、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
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長期性能への影響を 小限に抑えることを念頭に、放射性廃棄物の処分場を建設•操業する上

で不可欠なグラウト技術を、体系的に構築することを目的として実施したものである。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、処分施設の設計や建設に

向けた経済性と要求性能の双方を考慮した現実的施工技術の確立及び施設の総合的な性能確

認できるとともに、許認可における処分施設の安全性の確認や評価、安全規制等に対するデ

ータ等の提供が可能となる。 
 
（１０）人工バリア長期性能評価技術開発 
本技術開発は、TRU 廃棄物の地層処分における人工バリア材の長期挙動及びガス移行挙動

に関するデータの取得と、モデル化及び解析手法の検討を通じて、人工バリアの長期性能評

価技術の技術的信頼性の向上、技術基盤の確立を目的としている。本技術開発により、人工

バリアの長期健全性に対する過度な保守性を排除し、より現実的な評価手法を提示すること

は、今後、TRU 廃棄物の処分実施主体が行う処分事業に対して、必要なデータ及び評価手法

を提供するとともに、人工バリアシステムの合理化に寄与するものである。 
 
（１１）ヨウ素・炭素処理・処分技術高度化開発 
本技術開発は、TRU 廃棄物の地層処分において被ばく線量評価上の重要核種であるヨウ素

（I-129）及び炭素（C-14）について、これら非収着性の核種の被ばく線量を低減するための

固化処理技術や閉じこめ処理技術を開発することを目的としている。本技術開発により、固

化体や閉じこめ容器の技術評価を行って長期性能および長期挙動の明確化や評価モデルを構

築するとともに、品質管理手法についても検討を行うことは、処分地の選定のゆう度を与え

ると同時に TRU廃棄物の地層処分の成立性を担保するものであり、その費用対効果は高い。 

 
（１２）硝酸塩処理・処分技術高度化開発 
本技術開発の主題は、併置処分の実現性という観点からの硝酸塩の処理・処分技術の高度

化である。併置処分によって、処分場数を減じることが可能となり、ひいては経済性が向上

することが見込まれるとされ、電気事業連合会の試算によれば TRU 廃棄物単独処分に比べ、

1,900 億円程度安くなるとされる。本技術開発の投資額は 5 年間で約 6.7 億円と見積もられ

るが、併置処分の実現性について科学的根拠をもって提示するための必要不可欠なツールの

開発費として妥当な額と考える。硝酸塩の評価技術開発と処理技術開発のための必要データ

が、従来極めて限られていたという事実を踏まえると、本技術開発ではまず、実験的手法に

よるデータ取得と評価モデル構築または処理システムの構築という段階を踏むことが不可欠

と考えられる。 
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３－５－５－Ａ 変化への対応 
 
本事業においては、処分事業や安全規制の段階的展開や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年程度の具体的な目標設定の

視点をもって技術開発を展開している。そのような中で、当面 5 年程度の具体的展開につい

ても、今後サイト選定や処分概念の具体化がなされていくことを考慮して、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となるように

配慮している。これまでも、「地層処分基盤研究開発調整会議」での研究開発成果の体系化方

策等の状況を踏まえながら、具体的な見直し等を行っている。 

 
（１）ボーリング技術高度化開発 

本技術開発は、地層処分の概要調査や精密調査に供する掘削及び調査技術であり、現在の

ところこれらの調査の概念やスケジュールには大きな変更がないため、特に対応は実施して

いない。なお、本技術開発の主たる対象である堆積岩沿岸地域が公募に挙がらなかった場合

でも、地形や地質条件に関する情報の限られた地点での調査法として、また数少ないボーリ

ングでの効率的な調査法として対応が可能である。 
 
（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 

地下水年代測定技術は、国内での適用性向上を図るために、オーストラリア大鑽井盆地

から、国内の瑞浪や幌延へと調査地点を変更しており、沿岸域についても、平成 20年度か

ら幌延沿岸域で調査を開始している。今後、国内及び沿岸域への適用性の向上を図るため

に、技術開発を行っていく予定である。また、共同研究を実施しているＮＵＭＯや、技術

協力を実施している日本原燃が研究開発・調査を進めるサイトに対しても、本技術開発に

おける技術の活用を図っている。 
 
２）海底地下水湧出探査技術高度化調査 

本技術開発では、海底地下水湧出現象を探査するという概念自体が新しいために、技術

を確立するためには、センサ等の要素技術開発から、体系的探査概念を構築し、これを実

海域へ適用して検証することが必要である。しかしながら、ＮＵＭＯによる文献調査着手

の遅れに伴い、候補地が沿岸であるかどうか等が未だ明確でないため、目標を要素技術の

開発へ修正した。一方で、より合理的な探査となるように、海域調査等における位置づけ

等を提示することに注力した。 
 
３）岩盤中物質移行特性評価技術高度化調査 

本技術開発で整備した調査技術の原位置実証試験は、比較的割れ目の分布が単純なスイ

スの Grimsel Test Site で実施している。しかし、ＪＡＥＡの瑞浪超深地層研究所におい

て地下 300mの研究用坑道が完成したことから、次段階の実証試験は比較的割れ目の多い同

研究用坑道での実施を検討している。 
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（３）地質環境総合評価技術高度化開発 
本技術開発は、その特徴として、幅広い地質環境やその他の境界条件の変化を前提に、段

階的に蓄積される情報・データを適宜反映して、地質環境調査を柔軟に 適化することがで

きるようなシステムを構築するものである。 
 さらに、地層処分事業の実施主体であるＮＵＭＯとの情報交換を通じた事業との接点の明

確化及び事業化への反映や、安全規制関係研究機関である（独）原子力安全基盤機構（ＪＮ

ＥＳ）との情報交換を通じた規制側との接点及び規制検討への反映に関して適切な対応を図

っている。また、国内外の調査研究機関との情報交換を密にして情報共有を進め、国際会議

等を通じて 新の研究動向の調査を進めることにより、有用な知見が幅広く得られるように

配慮している。 

 
（４）沿岸域塩淡境界・断層評価技術高度化開発 
本研究開発の実施期間中の平成 20年度に「高レベル放射性廃棄物の地層処分基盤研究開発

に関する全体計画」の改訂が行われたが、沿岸域の重要性は引き続き高く認識されている。

同時にＮＵＭＯ等関連機関との情報交換会、研究発表会、地域交流会、学会等学術大会を通

じて研究情報の交換を積極的に実施し、常に 先端技術を意識しながら研究手法の統合化、

体系化を意識しつつ研究開発を実施している。 

 
（５）先進的地層処分概念・性能評価技術高度化開発 
本技術開発は、幅広い地質環境やその他の境界条件の変化を前提に、変化への柔軟性や合

理性のある対応を可能とすることに着目したものである。また、先進サイクル等の将来生じ

る変化への対応にも着目している。 
さらに、ＮＵＭＯやＪＮＥＳとの情報交換を通じた処分の事業化及び安全規制検討への反

映に対し、ニーズに基づく適切な対応を図っている。併せて、国内外の調査研究機関との情

報交換を密にして情報を共有し、国際会議等を含む海外調査により 新の研究動向の調査を

進めることにより、有用な成果が幅広く得られるように配慮している。 

 
（６）処分システム化学影響評価高度化開発 

本技術開発の実施期間中、調整会議による全体計画の見直しに関する動向を常に把握し、

新の情報に基づき計画の見直しが必要か否かについて検討、評価を行いながら進めている。

また、国内の専門家による検討委員会を設置し、年度ごとに実施する計画の事前レビューと

年度末の成果のチェックが行われており、適宜、研究方針・成果の妥当性確認と必要な見直

しを行っている。また平成 21年度は、プロジェクトの中間評価という形で事業全体の成果を

俯瞰できるプロトタイプを提示し、上記委員会での検討に加えて自己評価を行うことにより、

現フェーズ終了時期の平成 23年度までの計画の軌道修正も視野に入れ、プロジェクトの妥当

性を再評価した。 
この他、使用済核燃料の直接処分における検討として、放射線影響の検討条件を一部変更

する等適宜柔軟な見直しを加え、その結果の概要の一部は、原子力委員会政策評価部会（第

27回：2008年 11月 14日）において、原子力機構における使用済燃料の直接処分技術に関す

る調査研究の現状として報告するとともに、学会発表等の場に成果を反映させた。また、地

層処分相当とされる TRU 廃棄物については、国内外の TRU 廃棄物研究開発を視野に入れた情

報収集を行い、必要に応じて研究開発に反映してきた。例えば、微生物影響の検討では、脱
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窒菌を対象にしていた研究開発に、硝酸塩評価を踏まえ、窒素サイクル中の種々の菌に関す

る遺伝子情報を入手するように計画を拡大した。 

 

（７）処分システム工学要素技術高度化開発 
平成 19年 6月に行われた 終処分法の改正に伴い、TRU廃棄物の高レベル放射性廃棄物と

の併置処分が可能となったのを受け、遠隔操作技術高度化開発において、平成 20年度に TRU
廃棄物処分施設及び低レベル L1廃棄物処分施設における操業技術を調査し、高レベル放射性

廃棄物処分に関わる操業の合理化や技術選択肢の拡充に資する知見を整理した。また、TRU
処分施設の併置が高レベル放射性廃棄物の遠隔操業技術の適用性や遠隔操業システムの成立

性に与える影響を把握するために、併置時の操業フローと必要な施設・設備及び事業スケジ

ュールの詳細な検討を実施し、課題の抽出と解決方針を提示した。 
これらの変化への対応を含め、ＮＵＭＯとの情報交換を行うことにより、ＮＵＭＯの技術

開発計画や処分概念構築への反映に対して、適宜適切な対応を図っている。また、調査実施

機関間での情報交換を密にし、情報共有化を進めることで有用な成果が得られるように対応

している。 
 

（８）人工バリア材料照射影響評価  
本技術開発は、人工バリア材料の微視的構造変化に関する測定データを蓄積し、照射損傷

に関する材料の長期寿命予測モデルの基礎構築をもって平成 18 年度で終了した。平成 18 年
12月に公開された「高レベル放射性廃棄物の地層処分基盤研究開発に関する全体計画」の処

分場の工学技術／照射損傷において、これらの成果を反映されている。 

 

 

（９）地下坑道施工技術高度化開発 
本技術開発は、今後特定される処分場候補地の地質環境条件に対して柔軟に対応できるよ

う、グラウト材料や注入管理工法、長期影響評価手法の開発において配慮している。また、

実施期間中、国の調整会議による全体計画の見直しに関する動向を常に把握し、 新の情報

に基づき計画の見直しが必要か否かについて検討、評価を行いながら進めている。また平成

21年度には、本プロジェクトの 3年目に当たることから、プロジェクトの中間評価という形

で事業全体の成果を俯瞰できるプロトタイプを提示し、委員会での審議に加え自己評価を行

うことにより、現フェーズ終了時期の平成 23年度までの計画の軌道修正も視野に入れ、プロ

ジェクトの妥当性を再評価した。 
 
（１０）人工バリア長期性能評価技術開発 
本技術開発において得られた知見は、第 2 次 TRU レポートに反映されている。その後、調

整会議等において検討された成果をまとめた、「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、人工バリア材の長期性能評価に関して挙げられた「今後 5 年間で

の検討すべき課題」を踏まえ、多様な材料及び処分環境条件に対応したセメント系材料並び

にベントナイト系材料の変質、力学、物質移動特性の変化等の人工バリア材の長期性能変化

に関するデータ及び評価モデルの構築や、ガス移行に関するデータの拡充及び評価モデルの

確証に力点を置いた計画に変更し、技術開発を推進している。 
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（１１）ヨウ素・炭素処理・処分高度化開発 
１）ヨウ素固定化処理技術開発 
本調査において得られた知見は、適宜技術報告書（第 2次 TRUレポート）にも反映され

ている。その後、第 2次 TRUレポート等の課題を踏まえ、調整会議等において検討された

成果をまとめた「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、

I-129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。TRU 廃棄物中に含まれる I-129 による被ばく線量の低減や固化体の

長期性能評価の信頼性、ヨウ素固定化処理プロセスの成立性の観点から、ヨウ素固定化処

理技術の開発を進めている。 
 

２）C-14の長期閉じこめ技術の高度化 
本開発調査において獲られた知見及び廃棄体容器の設計や性能は、適宜技術報告書（第

2次 TRUレポート）にも反映されている。その後、第 2次 TRUレポート等の課題を踏まえ、

調整会議等において検討された成果をまとめた「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ため、長期閉じ込め性の評価に力点

を置いた計画に変更し、研究開発を推進している。 
 

３）放射化金属廃棄物中の C-14の放出挙動評価 
本開発調査において獲られた知見及び廃棄体容器の設計、性能は、適宜技術報告書（第

２次 TRUレポート）にも反映されている。その後、第 2次 TRUレポート等の課題を踏まえ、

調整会議等において検討された成果をまとめた「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ため、より現実的な知見・データに

基づいた高い精度・信頼性によって評価することを目的とした、ソースタームとしての

C-14 インベントリの合理的設定方法の検討及び長期的な C-14 浸出挙動評価に注力した研

究開発を推進している。 
 
（１２）硝酸塩処理・処分技術高度化開発 
 本技術開発に係る動向については、プロジェクトの開始段階で、特に処理技術開発に係る

調査を広範に行い、その結果を踏まえた手法（膜分離技術）の選択をしている。プロジェク

ト初期の脱硝技術の調査において、低濃度の硝酸溶液を対象として、いくつかの硝酸イオン

の分解法や分離法が考案され、実用化されていることを見い出している。しかし、本技術開

発で対象とする高濃度硝酸塩溶液にこれら脱硝法をそのまま適用することは、技術的な課題

が多く困難である。高濃度の硝酸塩を含む廃液中の硝酸イオンを分解する方法は、分解用の

試薬を大量に必要とするとともに、処理後の廃液中の塩濃度は高いままであるため、後の固

化処理が容易ではない。他方、硝酸ナトリウムを廃液中から分離除去する方法は、廃液中の

塩濃度の減少とともに分離効率が低下するため、高度の除去には適さない。したがって、本

技術開発では、イオン透過膜を用いた硝酸ナトリウムを分離する技術とその後の廃液中に残

存する硝酸イオンを分解する技術を組み合わせることによって、両者の課題を解決できる新

しい脱硝システムの構築を目指している。 
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Ｂ 管理型処分技術調査 
 
３－１－Ｂ 事業の目的・政策的位置付け 
３－１－１－Ｂ 事業目的 

 
管理型処分技術調査は、ウラン廃棄物の処理処分システムの構築や、原子力発電施設及び

核燃料サイクル関連施設から発生する放射能レベルの比較的高い低レベル放射性廃棄物を、

管理型処分施設に処分する処理処分システムの構築に必要な技術的知見の収集を目的とする

ものである。 
管理型処分技術調査に係る事業の全体像は、表 63に示す通り、昭和 62年に開始し、「ウラ

ン廃棄物処分技術調査」及び「余裕深度処分技術調査」について、それぞれ、国内外の関連

する処分方針や研究開発の進捗動向を踏まえながら、その方向性や課題内容について適切か

つ段階的に設定しながら実施してきたものである。 
 
①ウラン廃棄物処分技術高度化開発（昭和 63年～平成 19年） 

ウラン廃棄物の処分の合理的実現に向けて、除染技術や検認技術の開発や、ウラン廃棄

物特有の移行パラメータの整備等を実施した。 
 

②低レベル放射性廃棄物処分技術調査（平成 14年～平成 17年） 
余裕深度処分概念について、国内外の情報調査と安全性能の体系的な検討・評価を通じ

て、信頼性・合理性のある処分概念や評価の方法論を提示した。 
 

③地下空洞型処分施設性能確証試験（平成 17年～） 
実規模大の岩盤空洞内に、コンクリートピットやベントナイト緩衝材等から構成される

地下空洞型処分施設を構築し、余裕深度処分概念における人工バリア等の施工性や性能を

総合的に確証する。 
 

表 63．「管理型処分技術調査」の展開 

S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

　 浅地中ピット処分 ▽ ▽
▽ ▽ ▽ ▽ 　▽

発電所廃棄物 浅地中トレンチ処分 ▽ ▽
▽ ▽ ▽ ▽ 　▽

余裕深度処分 ▽
▽ ▽ ▽ ▽ 　▽

　TRU廃棄物 ▽
▽ ▽

　ウラン廃棄物 ▽
▽ ▽ ▽

B-1）
放射性廃棄物処分
高度化システム
確証試験

B-2）
低レベル放射性
廃棄物処分技術調査

B-3）
地下空洞型処分
施設性能確証試験

B）余裕深度処分
   技術調査

【管理型処分技術調査】

【国の方針決定や事業化の動向】

A）ウラン廃棄物処分技術調査
硝酸除染等 フッ素化除染等の除染技術／光中性子法等の検認技術の高度化開発

海外調査，処分システム・経済性評価等

原子力委「放射性廃棄物

処理処分方策」

原子力委「処分基本的考え方」

原安委「濃度

上限値（１次）」

日本原燃六ヶ所埋設操業

原安委「濃度上限値（２次）」

原子力委「処分基本的考え方」

原子力委「処分基本的考え方」

日本原燃次期

埋設本格調査

第２次TRUレポート

原子力委「処分基本的考え方」（S59)

原安委「安全規制考え方」

処分システム検討

除染・検認技術

環境移行パラメータ
移行パラメータ整備 ラドン挙動評価

処分システム概念検討，技術開発課題抽出等

処分システム検討

バリア要素技術の高度化，バリア性能の把握のための工学試験等

バリア要素技術開発

海外情報収集と安全性能の体系的検討・評価

安全性評価手法検討

実規模岩盤空洞での人工バリア等の施工

性と性能の確証試験
処分施設性能確証

原安委「濃度上限値（３次）」

ウラン廃棄物の処分及びクリ

アランスに関する検討書

原安委「濃度上限値について」

原安委「安全評

価考え方」

原安委

安全審査指針
原安委安全審

査指針改訂

原安委「安全

規制考え方」

原安委「クリアラン

スレベルについて」
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 今回の技術評価では、平成 20年度以降も事業が継続している地下空洞型処分施設性能確証

試験について、評価を行う。 
 
 
３－２－２－Ｂ 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「原子力の推進・電力基盤の高度化」

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」が明示されており、プ

ログラムへの適合は明確である。 

 
 
３－２－３－Ｂ 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、余裕深度処分には、地層

処分と同様、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、更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

のための基盤を整備していくことが重要である。 

 
 



 

201 
 

３－２－Ｂ 研究開発目標 
３－２－１－Ｂ 研究開発目標 

 
３－２－２－Ｂ 全体の目標設定 

 
本事業の目標設定の考え方としては、上述した地層処分の場合と同様、国としての技術開

発の意義や民間実施主体との役割分担等を適切に踏まえることが必要である。 
・技術的信頼性・成立性や安全性といった、国が先進的に実施すべき技術開発の役割 
・廃棄物種類・処分形態や事業進捗に応じ、民間実施主体等との適切な役割分担 
このような観点を踏まえ、管理型処分のうち、検討の対象とする廃棄物種類及び処分形態

の特徴や技術課題の解決という観点から、個別テーマごとに開発目標及びそのための適切な

目標水準を設定している。なお、ウラン廃棄物処分技術高度化開発及び低レベル放射性廃棄

物処分技術調査は、プロジェクトが終了している。 
地下空洞型処分施設性能確証試験については、実規模大の岩盤空洞内に、コンクリートピ

ットやべントナイト緩衝材等から構成される地下空洞型処分施設を構築し、余裕深度処分概

念における人工バリア等の施工性や性能を総合的に確証することを目標としている。この全

体目標を達成するために、要素技術ごとに目標・指標を設定し、各々が達成出来れば合体目

標も達成出来るようになっている。実規模大の施設による実証試験を行うことにより、その

成果のほとんどが実事業に反映出来るように目標設定した。 
また、 終的な達成度を測定するための指標は、それぞれの開発目標を踏まえて抽出され

た技術課題が解決されることとし、具体的に中間段階及び 終段階における指標を設定して

いる。 
管理型処分技術調査全体としては、いずれのテーマも原子力委員会、原子力安全委員会等

の国の基本方針に立脚した目標を設定している。 
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３－２－３－Ｂ 個別要素技術の目標設定 
 
テーマの要素技術ごとの開発目標や、目標水準及びその設定理由を表 64に示す。地下空洞

型処分施設性能確証試験については、本中間評価期間における目標と、プロジェクト終了段

階における 終目標とを示す。 
 

表 64．個別要素技術の目標（地下空洞型処分施設性能確証試験） 

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 

1) 実現可能な

埋設施設試

験計画の策

定 
 

①処分施設に要求される性

能を実現出来る施設形態

の提示。 
②処分施設施工確認試験・性

能確認試験及び施設・岩盤

挙動計測試験の基本計画、

詳細試験計画の提示。 

①処分施設に要求される性

能を実現出来る施設形態

の提示。 
②処分施設施工確認試験・

性能確認試験及び施設・

岩盤挙動計測試験の基本

計画、詳細試験計画の提

示。 

処分施設施工確認試験・初期性

能確認試験及び施設・岩盤挙動計

測の基本計画及び詳細試験計画

が策定されていることを目標と

し、施設形態、試験計画の提示を

目標水準とする。 

2) 処分施設施

工 確 認 試

験・初期性

能確認試験 
・埋戻し材試

験 
・緩衝材試験 
・低拡散材試

験 
・コンクリー

トピット試

験 
・充填試験 

①処分施設の埋戻し材、緩衝

材、低拡散材、コンクリー

トピット、充填の構成部材

毎の試験における適用可

能な施工技術の確立。 
②上記施工技術で施工され

た人工バリアの施工後の

初期性能が要求性能を満

たし、実証されているこ

と。 

①処分施設の埋戻し材、緩

衝材、低拡散材、コンク

リートピット、充填の一

部の構成部材毎の試験に

おける適用可能な施工技

術の確立。 
②上記施工技術で施工され

た埋戻し材の施工後の初

期性能が要求性能を満た

し、実証されていること。 

処分施設の構成部材毎にバリ

ア性能を確保するための施工技

術、施工方法等の実施工への適用

性を明確にすること、施工後の施

設の力学安定性及び核種閉じ込

めに係る初期性能を明確にする

ことを目標とする。適用可能な施

工技術の確立、及び施工された人

工バリアの初期性能が要求性能

を満たし、実証されていることを

目標水準とする。 

3) 施設・周辺

岩盤挙動計

測 
・埋戻し材 
・緩衝材 
・低拡散材 
・コンクリー

トピット 
・周辺岩盤 

①施工中、施工後の埋戻し

材、緩衝材、低拡散材、コ

ンクリートピットの構成

部材において力学挙動を

示す計測データの取得。 
②周辺岩盤の力学・水理挙動

を示す計測データの取得。

③計測結果からの埋設施

設・周辺岩盤の力学・水理

挙動の把握、施設を構成す

る部材が建設中・建設後に

人工バリアや周辺岩盤へ

与える影響の程度の把握

及び地下水流動解析手法

の検証。 

①施工中、施工後の埋戻し

材、緩衝材、低拡散材、

コンクリートピットの一

部の構成部材において力

学挙動を示す計測データ

の取得。 
②周辺岩盤の力学・水理挙

動を示す計測データの取

得。 
③計測結果から埋設施設・

周辺岩盤の力学・水理挙

動の把握、施設を構成す

る部材が建設中・建設後

に人工バリアや周辺岩盤

へ与える影響の程度の把

握。 

施工中、施工後の処分施設や周

辺岩盤の力学・水理挙動を計測

し、力学的安定性や地下水流動を

評価することを目標とし、挙動計

測データの取得、力学・水理挙動

の把握、人工バリアや周辺岩盤へ

与える影響の程度の把握及び地

下水流動解析手法の検証を目標

水準とする。 
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３－３－Ｂ 成果、目標の達成度 
３－３－１－Ｂ 成果 
 
３－３－１－１－Ｂ 全体成果 
 
地下空洞型処分施設性能確証試験の成果については、施設に要求される性能を実現するた

めの試験計画の策定を確実に実施するとともに、施工試験を順次開始し、目標どおりの成果

を着実に達成しているところである。 
これらの調査・研究開発は、 終的には処分事業に関する基盤的な研究開発及び余裕深

度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位置付けている。 
 
 
３－３－１－２－Ｂ 個別要素技術成果 
 
（１）地下空洞型処分施設性能確証試験 
 本性能確証試験は、実規模・実環境下における試験としてはわが国でも初めてのものであ

る。平成 20 年度から 21 年度までの成果としては、処分施設に要求される性能を実現できる

試験計画を策定し、性能の確認方法も明確にした。また、埋め戻し材と緩衝材の一部につい

て施工確認試験と初期性能確認試験を実施し、施工技術・工法の適用性及びそれらの初期性

能を確認した。また、施設・周辺岩盤の力学・水理挙動の計測を開始した。 
 
１)施工確認試験・初期性能確認試験 

①底部緩衝材試験 
本確証試験における緩衝材の透水係数としては、5×10-13m/sを目標性能としており、こ

れらの要求を満足させるため、材料と施工技術を選定し、施工確認試験を実施した。施

工方法は、材料として含水比 21±2％の範囲内に調整したベントナイト（クニゲル GX）
を使用し、厚さ１m(一層 10cm、全 10層)、平均乾燥密度 1.6Mg/m3を目標に大型振動ロー

ラ等を用いた現場締固め工法を選定した。試験により施工性、品質、出来形等の項目に

ついて確認し、採用した施工方法の実施設への使用の可否を試験で検証した。また、緩

衝材の透水係数、乾燥密度、膨潤特性を把握するため、初期性能試験を実施した。 
施工確認試験の結果、19t大型振動ローラによる施工では、敷均し後、無振動 4往復、

振動 1～2往復で所要の密度となり、11t大型振動ローラでは、無振動 4往復、振動 4往
復で目標性能である平均乾燥密度 1.6Mg/m3に施工できることを確認した。また、乾燥密

度の平均的なバラツキの程度も把握した。このことから、今回用いたベントナイト（ク

ニゲル GX）が施工性や品質管理面から見ても採用可能な材料であることが明らかになり、

大型振動ローラ等が緩衝材の施工に十分採用可能な機械であることが分かった。また、

初期性能確認試験の結果、施工した緩衝材のコアサンプルの透水係数は、約 1×10-13m/s
の性能が得られ、緩衝材の目標性能である 5×10-13m/sを満足することが確認され、膨潤

力も基準値を満足していることが確認できた。今回使用したベントナイトの施工後の性

能から見ても採用可能な材料であることが明らかとなった。11t大型振動ローラによる転

圧回数と乾燥密度の関係を図 149に、レベル測量に基づく各施工段階での施工層厚と乾

燥密度を図 150に、底部緩衝材の施工状況を図 151に示す。 
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図 149．11t大型振動ローラによる転圧回数と乾燥密度 (10層目) 
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以上より、今回採用した振動ローラによる転圧工法の適用性が把握でき、その結果、

施工性、品質（乾燥密度等の材料特性・層厚さ等の出来形）、初期性能（透水係数、密度、

膨潤特性等）が確認された。これらから、採用した施工技術・施工方法が現実の施設の

施工においても実現できることを確認し、適用できる技術として確立することができた。

また、緩衝材に要求される止水（透水係数、乾燥密度、膨潤特性）等の初期性能が確保

されていることを実証した。 

 
② 部低拡散材試験 

本確証試験における低拡散材の拡散係数としては、1E-12m2/sを目標性能としており、

これらの要求を満足させるため、低熱ポルトランドセメントにフライアッシュを混入し

図 150. レベル測量に基づく各施工

段階での施工層厚と乾燥密度 

図 151. 底部緩衝材施工状況 
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たモルタル（高流動型）を基本に、室内及び実機で試験を行った上で適切な材料配合を

決定し、打設を実施した。低拡散材の打設方法は、打設箇所の平面的な広がりを十分検

討した上で、打設位置 1箇所とし、流動性を見るため打設速度を変化させる施工方法を

選び、施工性、品質、出来形等の項目について確認し、採用した施工方法の実施設への

使用の可否を試験で検証した。また、拡散係数、空隙率等を確認するため初期性能試験

を実施した。 
施工確認試験の結果、所要の流動性が得られずバイブレータを使用せざるを得なかっ

たが、品質上問題なく施工できることを確認した。硬化後のひび割れ観察において、表

面の一部にひび割れが見られたものの、局所的な締固め不足によるもので、施工上対処

可能なものであった。このことから、今回用いた低発熱ポルトランドセメントにフライ

アッシュを混入したモルタルが、施工性や品質管理面から見て採用可能な材料であるこ

とが明らかになり、選定した施工技術が低拡散材の施工に十分採用可能な方法であるこ

とが分かった。また、初期性能確認試験の結果、底部低拡散材の拡散係数は 1E-14m2/sオ
ーダーの性能が得られ、目標性能である 1E-12m2/s を満足していることが確認できた。

今回使用した低拡散材の施工後の性能から見ても、採用可能な材料であることが明らか

となった。低拡散材の使用材料を表 65に、決定した低拡散材の配合を表 66に示す。 
以上より、今回採用した施工方法の適用性が把握でき、その結果、良好な施工性（モ

ルタルの流動性等）、品質（フレッシュなモルタルの材料特性・部材の厚さ等の出来形）、

初期性能（拡散係数、空隙率等）が確認されたことから、採用した施工技術・施工方法

が現実の施設の施工においても実現できることを確認し、適用できる技術として確立す

ることが出来た。また、低拡散材に要求される拡散抑制（拡散係数、空隙率）等の初期

性能が確保されていることを実証した。 
 

表 65．低拡散材の使用材料 

材料 記号 概要

セメント LPC 低熱ポルトランドセメント
水和熱の低減

材料の緻密化
アルカリ総量の低減

密度=3.22 g/㎝3

比表面積=3,630㎝2/g

細骨材 S 石灰砕砂

アルカリ骨材反応の安定性

温度ひずみの低減（線膨張係数
の減少

乾燥収縮の低減

密度=2.66g/㎝3

FM=2.76

石灰石微粉

末
LS 石灰石微粉末

材料分離の抵抗性

粘性の向上
自己充填性の確保

密度=2.71g/㎝3

比表面積=5,390㎝2/g

膨張材 LEX 膨張剤 自己収縮の低減 密度=3.05g/㎝3

フライアッ

シュ
FA フライアッシュ、Ⅱ種

水和熱の低減

材料の緻密化
アルカリ総量の低減

密度=2.19g/㎝3

比表面積=3,810㎝2/g

混和剤

SP 高性能AE減水剤
流動性の確保

単位水量低減による緻密化

カルボキシル基含有ポ

リエーテル系化合物

As 空気量調整剤
ポリアルキレグリコール

誘導体

水結合材比 W/B 45%
低水結合材比（単位水量低減に

よる緻密化）

空気量 2.5% 材料の緻密化

流動性 スランプフロー 65cm 施工による不確実性の低減  
※高性能 AE 減水剤（air-entraining and high range water-reducing agent）：空気連行

性能を持ち、高い減水性能と優れたスランプ保持性能を有する。 
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表 66. 低拡散材の配合 

W/B
(％)

W/P
(％)

s/a
(％)

スランプフロー
(cm)

空気量
(％)

使用材料および単位量 (kg/m3)
水
W

粉体P S G SP
P×%結合材B LS

LPC FA LEX
45.0 28.1 ― 65 2.5 230 338 153 20 307 1199 ― 0.60%  

 
 ③底部コンクリートピット試験 

底部ピットの施工方法については、材料配合は、平成 19年度に実施した底部・側部埋

戻し材施工確認試験において、低熱ポルトランドセメントにフライアッシュを混入した

コンクリート（高流動型）を使用し、今回のコンクリートピット施工の予備的知見を得

るための施工試験を実施すると共に、課題とされていたフレッシュ性状のばらつきや粘

性の高さについて対策を検討した。また、コンクリートの打設方法においても、材料の

供給方法、打設位置や打設速度等、これまでの課題や平面的な広がりを十分検討した上

で、適切な打設方法を選び、施工性、品質、出来形等の項目について確認し、採用した

施工方法の実施設への使用の可否を試験で検証した。また、コンクリートピットの主要

な性能である強度特性を確認するため、初期性能試験を実施した。底部コンクリートピ

ットの施工状況を図 152に示す。 
施工確認試験の結果、良好な流動性、施工性が確認された。硬化後のコンクリートピ

ットのひび割れ観察において、表面の一部にひび割れが見られたものの、坑内換気によ

る急激な乾燥や狭隘部の仕上げ不足によるもので、施工上対処可能なものであった。こ

のことから、今回用いた低発熱ポルトランドセメントにフライアッシュを混入したコン

クリートが、施工性や品質管理面から見て採用可能な材料であることが明らかになり、

選定した施工技術が底部コンクリートピットの施工に十分採用可能な方法であることが

分かった。また、初期性能確認試験の結果、コンクリート圧縮強度は実規模の施工環境

下において、材齢 91日で設計基準強度（60 N/mm2）を全て上回っていることから、初期

性能は確保されていることが確認された。今回用いたコンクリートの施工後の性能から

見ても、採用可能な材料であることが明らかになった。 
以上のことより、今回採用した施工方法の適用性が把握でき、その結果、良好な施工

性（コンクリートの流動性等）、品質（フレッシュなコンクリートの材料特性、ピット寸

法等の出来形）、初期性能（コンクリート強度特性等）が確認されたことから、採用した

施工技術・施工方法が現実の処分施設の施工においても実現できることを確認し、適用

できる技術として確立することが出来た。また、コンクリートピットに要求される強度

特性等の初期性能が確保されていることを実証した。 
 
 ④奥部・側部・手前部コンクリートピット試験 

奥部・側部・手前部ピットの施工方法については、材料配合は、底部コンクリートピ

ット施工確認試験に使用された材料配合を基にし、奥部・側部・手前部コンクリートピ

ットの確認試験を実施した。コンクリートの打設方法は、これまでの成果や打設箇所が

壁形状における作業であることを充分検討した上で打設位置１箇所とした。また、流動

性を見るため、打設速度と打設位置等を変化させる施工法を選び、施工性、品質、出来

形等の項目について確認し、採用した施工方法の実施設への使用の可否を試験で検証し
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た。さらに、コンクリートピットの主要な性能である強度特性を確認するため、初期性

能試験を実施した。 
施工確認試験の結果、流動性については、打設速度を増大すると流動性は向上するこ

とが分かった。また、この材料配合であれば、筒先 1箇所固定の打設方法でも鉄筋のあ

る型枠内をコンクリートが流動し、良好な施工が出来ることが確認された。硬化後のコ

ンクリートピットのひび割れについては、発生しておらず、この配合でのひび割れ抵抗

性が十分発揮されていることが確認された。このことから、今回用いた低発熱ポルトラ

ンドセメントにフライアッシュを混入したモルタルが、施工性や品質管理面から見て採

用可能な材料であることが明らかになり、選定した施工技術が奥部・側部・手前部コン

クリートピットの施工に十分採用可能な方法であることが分かった。また、初期性能確

認試験の結果、コンクリート強度は実規模の施工環境下において、材齢 91日で設計基準

強度（60 N/mm2）を全て上回っていることから、初期性能は確保されていることが確認さ

れた。今回用いたコンクリートの施工後の性能から見ても、採用可能な材料であること

が明らかになった。奥部・側部・手前部のコンクリートピットの施工状況を図 152に示

す。 
 

    
       底部・奥部・側部          手前部 

図 152. コンクリートピット施工状況 
 

以上より、今回採用した施工方法の適用性が把握でき、その結果、良好な施工性（コ

ンクリートの流動性等）、品質（フレッシュなコンクリートの材料特性、ピット寸法等の

出来形）、初期性能（コンクリート強度特性等）が確認されたことから、採用した施工技

術・施工方法が現実の処分施設の施工においても実現できることを確認し、適用できる

技術として確立することが出来た。また、コンクリートピットに要求される強度特性等

の初期性能が確保されていることを実証した。 
 
 ⑤側部低拡散材試験 

側部低拡散材の施工方法については、材料配合は、底部低拡散材施工確認試験に使用

された材料配合を基にし、低熱ポルトランドセメントにフライアッシュを混入したモル

タルを用い、側部低拡散材の確認試験を実施した。打設方法は、底部低拡散材の施工試

験の成果や打設箇所が壁形状における作業であることを十分検討した上で、打設位置１

箇所とし、流動性を見るため打設速度や打設位置等を変化させる施工法を選定した。試

験により施工性、品質、出来形等の項目について確認し、採用した施工方法の実施設へ

の使用の可否を試験で検証した。また、拡散係数、空隙率等を確認するため、初期性能
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試験を実施した。 
施工確認試験の結果、流動性については、打設速度を増大すると流動性は向上するこ

とが分かった。また、この材料配合であれば、筒先 1箇所固定（中央部）の打設方法で

も、補助工法のバイブレータを使用しなくてもモルタルは流動し、良好な施工が出来る

ことが確認された。側部低拡散材と側部コンクリートピットの層間の表面にひび割れは

発生しておらず、付着は確保されている。このことから、今回用いた低発熱ポルトラン

ドセメントにフライアッシュを混入したモルタルが施工性や品質管理面から見て採用可

能な材料であることが明らかになり、選定した施工技術が低拡散材の施工に十分採用可

能な方法であることが分かった。また、初期性能確認試験として、低拡散材の拡散係数

は測定中であるが、空隙率は 18％程度あり、既往のデータより空隙率と拡散係数の関係

から、拡散係数は目標値程度の値となることが想定される。今回使用して低拡散材の施

工後の性能から見ても、採用可能な材料であることが想定される。側部低拡散材の施工

状況を図 153に示す。 
 

      
 
以上より、今回採用した施工方法の適用性が把握でき、その結果、良好な施工性（モ

ルタルの流動性、狭隘部の作業等）、品質（フレッシュなモルタルの材料特性・部材の厚

さ等の出来形）、初期性能（拡散係数の代用指標の空隙率等）が確認されたことから、採

用した施工技術・施工方法が現実の施設の施工においても実現できることを確認し、適

用できる技術として確立することが出来た。また、低拡散材に要求される低拡散特性等

の初期性能が確保されていることを実証した。 
 
 ⑥充填試験（廃棄体間・廃棄体上部） 

実処分施設の施工上、充填作業は長距離圧送や遠隔操作（無人施工）で行われ、廃棄

体の発熱による高い温度環境下での狭隘な廃棄体間や廃棄体上部への高い充填性が要

求される。充填材については、今までほとんどデータはない。充填材の施工方法につい

ては、材料配合は、高い流動性を有する低熱ポルトランドセメントにフライアッシュを

混入したモルタル（廃棄体間充填）及びコンクリート（上部充填）の配合を基に、自己

充填性や熱影響等を考慮し決定した。打設方法は、無人施工を十分検討した上で、コン

クリート打設で実績の多いポンプによる配管打設を選択し、打設位置は 1箇所、自己充

填性や流動性を見るため打設速度等を変化させた施工方法を選択した。試験により施工

性、品質、出来形等の項目について確認し、採用した施工方法の実施設への使用の可否

図 153 側部低拡散材施工状況 
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を試験で検証した。また、モルタル及びコンクリートの強度等を把握するため初期性能

試験を実施した。 
施工確認試験の結果、自己充填性については、充填材が隅々まで充填されていること、

流動性については、打設速度を増大すると流動性は向上することが確認された。また、

今回用いた材料配合であれば、筒先 1箇所固定の打設方法では、筒先部と端部との高低

差がモルタルで約 10～20㎝以下、コンクリートで約 30㎝程度であり、良好な施工が可

能であり、所要の自己充填性・流動性が得られることを確認した。硬化後の充填材のひ

び割れ等については、廃棄体間の充填材の表面のひび割れは生じておらず、充填材と模

擬廃棄体間やコンクリートピットとの間に隙間は生じていなかった。上部充填材の表面

付近でひび割れが生じ、充填材とコンクリートピットとの間に隙間が見られたが、配合

調整や施工上対処が可能なものである。このことから、今回使用した低熱ポルトランド

セメントにフライアッシュを混入したモルタルやコンクリートが、施工性や品質管理面

から見て充填材として採用可能な材料であることが明らかになり、選定した施工技術が

充填材の施工に十分採用可能な方法であることが分かった。また、初期性能試験の結果、

モルタル及びコンクリートの強度は、材齢 91日で 60N/mm2以上となっている。今回使用

した充填材の施工後の性能から見ても採用可能な材料であることが明らかになった。充

填材の使用材料を表 67に、決定した充填材の配合を表 68、69に示す。また、充填材の

施工状況を図 154に示す。 
 

表 67. 充填材の使用材料 
材料 記号 概要 

セメント LPC 
低熱ポルトランドセメント（太平洋セメント社） 
密度=3.22 g/cm3、比表面積=3,640cm2/g 

細骨材 S 石灰砕砂（八戸松館産）：密度=2.66g/cm3、FM=2.79 

石灰石微粉末 LS2 
石灰石微粉末（宮城石灰工業株式会社製） 
密度=2.71g/cm3、比表面積=5,510cm2/g 

フライアッシュ FA 
フライアッシュ、Ⅱ種（東北電力㈱ 能代火力発電所） 
密度=2.18g/cm3、比表面積=3,820cm2/g 

混和剤 

SP3 
高性能AE減水剤（BASFポゾリス）、SP8LS：ポリカルボン酸

エーテル系化合物と配合ポリマーの複合体 ＋Ad 

Ad 
減水剤 遅延型（Ⅰ種）（BASFポゾリス）、ポゾリス No.89：
変性リグニンスルホン酸化合物とオキシカルボン酸化合物

の複合体 

As 
空気量調整剤（エムエムビー） 
マイクロエア 404：ポリアルキレングリコール誘導体 
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表 68. 充填材（廃棄体間）の配合 

W/B 
(％) 

W/P 
(％) 

LS/B 
(％) 

ｽﾗﾝﾌﾟ 
ﾌﾛｰ 
(cm) 

空 
気 
量 
(％) 

単位量 (kg/m3) 

W 
粉体 P 

S 
SP3 
P×% 

Ad 
P×% 

結合材 B 
LS2 

LPC FA LEX 
45 28.1 60 82.5±7.5 2.5 230 358 153 0 307 1,198 0.85％ 0.30

 
表 69. 充填材（廃棄体上部）の配合 

 

   

 充填材（廃棄体間）         充填材（廃棄体上部） 

図 154．充填材施工状況 
 

以上より、今回採用した施工方法の適用性が把握でき、その結果、良好な施工性（自

己充填性や流動性）、品質（フレッシュなモルタル及びコンクリートの材料特性・出来

形）、初期性能（モルタル及びコンクリート強度特性等）が確認されたことから、採用

した施工技術・施工方法が現実の施設の施工においても実現できることを確認し、適用

できる技術として確立することが出来た。また、充填材に要求される充填性、強度特性

等の初期性能が確保されていることを実証した。 
 
 ⑦側部緩衝材試験 

側部緩衝材の施工については、狭隘部での実規模の施工実績が少なく、基礎的データ

の少ない吹付け工法を選択し、側部緩衝材の一部（高さ 1.5ｍ×幅 1.0ｍ、2層施工）で

実施した。使用材料としてベントナイト原鉱（クニゲル GX、 大粒径 5㎜）を用い、凍

結混合方式により含水比調整を実施した。試験により施工性、品質、出来形等の項目に

ついて確認し、採用した施工方法の実施設への使用の可否を試験で検証した。また、緩

衝材の透水係数、乾燥密度、膨潤特性を把握するため、初期性能試験を実施した。 
施工確認試験の結果、吹付け材料の含水比調整については、調整後の含水比は、含水

比目標値 21±2％の範囲内であった。凍結混合方式でも水添加混合方式と同様な調整が可

能であることが分かった。また、吹付け施工後の緩衝材の乾燥密度は、1.65Mg/m3 前後の

値となり、今回使用した機械（吹付け機、コンプレッサー等）により、目標性能である

W/B 
(％) 

W/P 
(％) 

LS/
B 

(％) 

s/a 
(％)

ｽﾗﾝﾌﾟ

ﾌﾛｰ 
(cm) 

空気

量 
(％)

使用材料及び単位量 (kg/m3) 

水 
W 

粉体 P 
S G 

SP 
P×% 

結合材 B 
LS2

LPC FA LEX
45 28.0 50 52.4 70±5 2.5 160 249 107 0 215 849 780 0.80％ 
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平均乾燥密度 1.6Mg/m3に施工できることを確認した。また、リバウンド率は、凍結混合

方式で約 10％、水添加混合方式で約 20％あり、凍結混合方式はリバウンド率が水添加混

合方式と比較して半分であることが分かった。このことから、今回使用したベントナイ

トが、施工性や品質管理面から見て緩衝材として採用可能な材料であることが明らかに

なり、選定した施工技術が緩衝材の施工に十分採用可能な方法であることが分かった。

また、初期性能試験の結果、緩衝材の透水係数は、約 2.5×10-13m/s程度の性能が得られ、

緩衝材の目標性能である 5×10-13m/sを満足することが確認された。膨潤力も基準値を満

足しており、初期性能は、満足していることが確認できた。今回使用した緩衝材の施工

後の性能から見ても採用可能な材料であることが明らかになった。吹付け工法による含

水比と乾燥密度の結果を図 155に示す。 
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多項式 (水添加混合)

 
図 155．吹付け工法による含水比と乾燥密度 

 
以上より、今回採用した吹付け工法の適用性が把握でき、その結果、施工性、品質（乾

燥密度等の材料特性・層厚さ等の出来形）、初期性能（透水係数、乾燥密度、膨潤特性等）

が確認されたことから、採用した施工技術・施工方法が現実の施設の施工においても実

現できることを確認した。また、緩衝材に要求される止水（透水係数、乾燥密度、膨潤

特性）等の初期性能が確保されていることを実証した。 
 
２）施設・周辺岩盤挙動計測 

平成 20、21年度に施工した底部緩衝材、底部低拡散材、底部・奥部・側部・手前部コ

ンクリートピット、側部低拡散材等の挙動を計測するための計測器（温度計、沈下計、

ひずみ計、鉄筋計、無応力計、有効応力計等）を設置し、平成 19年度までに施設に設置

した計測器を含め、力学挙動を示す計測データを取得した。また、平成 19年度に周辺岩

盤に設置した計測器（岩盤変位計、間隙水圧計）の力学・水理挙動を示す計測データを

取得した。なお、これら計測器からの計測データを集中監視するための計測システムを

設置しており、これに新たに設置した計測器の信号受信用の機器も増設した。 
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３－３－１－３－Ｂ 特許出願状況等 
 
テーマごとに、学会、学会誌等での公表状況、特許出願状況等について表 70、71に示す。 

表 70．論文等件数 

要素技術 論文 学会発表 
特許等件（出

願を含む） 
講演・著書等 

地下空洞型処分施設性能確証試験 － 52 － 1 

 
 

表 71．論文、投稿、発表、特許リスト（地下空洞型処分施設性能確証試験） 

 題目・メディア等 時期 

発表 
土木学会第６２回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験－計画概

要－」 
H19.9 

発表 
土木学会第６２回土木学会年次学術講演会「拡散抑制を期待されるセメント系材料の品

質管理方法に関する研究」 H19.9 

発表 
日本原子力学会 2007 年秋の大会「フライアッシュセメント系材料に対するトリチウム

水の実効拡散係数の測定」 
H19.9 

発表 
ISRSM 2007「 THE OUTLINE OF DEMONSTRATION TEST OF 

UNDERGROUND CAVERN TYPE DISPOSAL FACILITIES」 
H19.11 

発表 
土木学会第 37 回岩盤力学シンポジウム「地下空洞型処分施設性能確験における三次元

地下水流動解析を用いた周辺岩盤間隙水圧測定区間の検討について」 
H20.1 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会第 24回バックエンド夏期セミナー「地下空洞型処分

施設性能確証試験の試験計画と進捗」 H20.7 

発表 
日本原子力学会 2008 年秋の大会「フライアッシュセメント系材料に対するトリチウム

水の実効拡散係数の測定(2)」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部・側部埋戻し材施工確認試験に関する検討（その１）－施工確認試験の概要－」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部・側部埋戻し材施工確認試験に関する検討（その２）－低熱ポルトランドセメントと

フライアッシュ，石灰石微粉末を使用したコンクリートの諸性能－」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部・側部埋戻し材施工確認試験に関する検討（その３）－多量に石灰石微粉末を混入し

たコンクリートのブリーディングと施工性能に関する考察－」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部・側部埋戻し材施工確認試験に関する検討（その４）－ひび割れ予測評価に関する考

察－」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部緩衝材施工確認試験の概要について」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部緩衝材の施工方法について」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部緩衝材の密度達成状況について」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

ベントナイト密度測定方法の検討」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

３次元スキャナーの適用」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

吹付け工法による緩衝材施工の検討」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験のおける

凍結混合方式による含水比調整方法の検討」 
H20.9 
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発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

ベントナイト混合土締固め工法に関する検討」 
H20.9 

発表 
土木学会第６３回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験のうち地

中無線計測システムの予備試験」 
H20.9 

発表 
2008 EAFORM 2nd Conference 「 Current State of Demonstration Test of Cavern Type 
Disposal Facility」 

H20.10 

発表 
土木学会地下空間利用委員会第 14回地下空洞シンポジウム「地下空洞型処分施設性能

確証試験の実施状況について」 
H21.1 

発表 
Waste Management Conference 2009「 Buffer Construction Methodology in 
Demonstration Test for Cavern type disposal facility」 

H21.3 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会第 25回バックエンド夏期セミナー「地下空洞型処分

施設性能確証試験の実施状況」 
H21.7 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験の成果概

要について－平成 20年度実施分を中心として－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

ベントナイト含水比調整について(1)－調整結果とその分析－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

ベントナイト含水比調整について(2)－高含水ベントナイトの再利用方法の検討および低

減の方策－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

ベントナイト水分量測定方法の評価」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部緩衝材施工確認試験(1)－施工試験結果について－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部緩衝材施工確認試験(2)－初期性能試験結果について－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部緩衝材施工確認試験(3)－試験結果評価について－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

コンクリートピット等施工確認試験に関する検討－高流動コンクリートおよび高流動モ

ルタルの施工性について－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

コンクリートピット等施工確認試験に関する検討－高流動コンクリート打設時の側圧に

ついて－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

底部低拡散材施工確認試験に関する検討－挙動計測結果に基づく高流動モルタルの諸特

性－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

コンクリートピット等の施工確認試験に関する検討－コンクリートピット・モルタルのひ

び割れ予測評価に関する考察－」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における

セメント系材料の拡散抑制に関する検討」 
H21.9 

発表 
土木学会第６４回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験のうち地

中無線計測装置の設置」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009 年秋の大会「ベントナイト材料に対するトリチウム水の実効拡散

係数の測定」 
H21.9 

発表 
日本原子力学会 2009 年秋の大会「地下空洞型処分施設性能確証試験におけるセメント

系材料中の拡散係数と空隙構造に関する検討」 
H21.9 

発表 
土木学会第 39回岩盤力学に関するシンポジウム「地下空洞型処分施設性能確験におけ

る周辺岩盤の間隙水圧計測の結果と評価について」 
H22.1 

発表 
Waste Management Conference 2010「Demonstration Test for Cavern-Type Disposal 
facility and Its Progress」 

H22.3 

発表 
日本原子力学会バックエンド部会第 26回バックエンド夏期セミナー「地下空洞型処分

施設性能確証試験の実施状況（施工確認試験を中心として）」 
H22.8 

発表 
地盤工学会第 45回地盤工学研究発表会「放射性廃棄物処分におけるベントナイト緩衝

材の施工方法について―地下空洞型処分施設性能確証試験結果による―」 
H22.8 

発表 土木学会第６５回土木学会年次学術講演会「地下空洞型処分施設性能確証試験における H22.9 
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進捗状況及び成果概要について」 

発表 
土木学会第６５回土木学会年次学術講演会「膨張材を使用した高流動モルタル打設時の

側圧について－地下空洞型処分施設性能確証試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第６５回土木学会年次学術講演会「コンクリート・モルタルのひび割れ予測評

価に関する考察－地下空洞型処分施設性能確証試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第６５回土木学会年次学術講演会「発熱廃棄体の表面温度に関する検討－地下

空洞型処分施設性能確証試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第６５回土木学会年次学術講演会「廃棄体の発熱が充てん材の諸性状に及ぼす

影響－地下空洞型処分施設性能確証試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第６５回土木学会年次学術講演会「区画内充てん材の流動性とポンプ圧送性－

地下空洞型処分施設性能確証試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第６５回土木学会年次学術講演会「吹付け工法による側部緩衝材の施工確認試

験例－地下空洞型処分施設性能確証試験－」 
H22.9 

発表 
土木学会第６５回土木学会年次学術講演会「緩衝材部材としてのベントナイトの圧密・

せん断」特性－地下空洞型処分施設性能確証試験－」 
H22.9 

発表 
日本原子力学会 2010 年秋の大会「ベントナイト緩衝材の施工方法の差異による初期性

能比較―地下空洞型処分施設性能確証試験結果による―」 
H22.9 

成果 
反映 

土木学会 エネルギー委員会「低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分に関する研究小委

員会：余裕深度処分における地下施設の設計、品質管理および検査の考え方」 
H21.7 
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３－３－２－Ｂ 目標の達成度 
 
テーマ毎に設定した目標・指標について、それぞれの成果、達成度を表２に示す。 

 テーマで設定された指標に対し一通りの成果を得ており、管理型処分技術調査全体として

も中間段階における目標水準を満足しているものと考えられる。なお、今後の基準整備、事

業化に対応し、重要な参考文献としての活用されやすい成果の取りまとめ方が重要である。 

 
表 72．目標に対する成果・達成度の一覧表 

（地下空洞型処分施設性能確証試験） 

要素技術 
目標・指標 

（事後評価時点） 
目標・指標 

（中間評価時点） 
成果 

中間目標

に対する

達成度 

1) 実現可

能な埋

設施設

試験計

画の策

定 
 

①処分施設に要求される性

能を実現出来る施設形態

の提示。 
②処分施設施工確認試験・

性能確認試験及び施設・

岩盤挙動計測試験の基本

計画、詳細試験計画の提

示。 

①処分施設に要求される性

能を実現出来る施設形態

の提示。 
②処分施設施工確認試験・

性能確認試験及び施設・

岩盤挙動計測試験の基本

計画、詳細試験計画の提

示。 

・処分施設に要求される施設性能

を実現し、実施設の施工に採

用できる施工技術、施工方法

の策定と、性能の確認方法を

策定し、各確認試験及び挙動

計測の基本計画、詳細計画を

示した。  
・処分施設に要求される性能と、

施設形態を詳細に検討した上

で、実規模試験施設の構造設

計を行い、施設の詳細な仕様

を示した。 

達 成

2) 処分施

設施工

確認試

験・初

期性能

確認試

験 
・埋戻し材

試験 
・緩衝材試

験 
・低拡散材

試験 
・コンクリ

ートピ

ット試

験 
・充填試験 

①処分施設の埋戻し材、緩

衝材、低拡散材、コンク

リートピット、充填の構

成部材毎の試験における

適用可能な施工技術の確

立。 
②上記施工技術で施工され

た人工バリアの施工後の

初期性能が要求性能を満

たし、実証されているこ

と。 

①処分施設の埋戻し材、緩

衝材、低拡散材、コンク

リートピット、充填の一

部の構成部材毎の試験に

おける適用可能な施工技

術の確立。 
②上記施工技術で施工され

た埋戻し材の施工後の初

期性能が要求性能を満た

し、実証されていること。 

・構成部材毎のバリア性能を確保

できる施工技術、施工方法等

を詳細に調査検討し、地下空

洞型処分施設に適用できる技

術や方法を具体化し、その実

施工への適用性を明確にし

た。 
・埋戻し材、緩衝材、低拡散材、

コンクリートピット、充填の

一部施工試験を実施した。そ

の結果、選定した施工技術や

施工方法等が、現実の処分施

設の施工において実現できる

ことを確認し、適用できる技

術として確立した。  
・埋戻し材、緩衝材、低拡散材、

コンクリートピット、充填施

工において、実施設の各バリ

ア材に要求される特性（強度、

透水性、低拡散性、ひび割れ

特性等）の初期性能が確保さ

れることを実証した。 

達 成
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3) 施設・

周辺岩

盤挙動

計測 
・埋戻し材 
・緩衝材 
・低拡散材 
・コンクリ

ー ト ピ

ット 
・周辺岩盤 

①施工中、施工後の埋戻し

材、緩衝材、低拡散材、

コンクリートピットの構

成部材において力学挙動

を示す計測データの取

得。 
②周辺岩盤の力学・水理挙

動を示す計測データの取

得。 
③計測結果からの埋設施

設・周辺岩盤の力学・水

理挙動の把握、施設を構

成する部材が建設中・建

設後に人工バリアや周辺

岩盤へ与える影響の程度

の把握及び地下水流動解

析手法の検証。 

①施工中、施工後の埋戻し

材、緩衝材、低拡散材、

コンクリートピットの一

部の構成部材において力

学挙動を示す計測データ

の取得。 
②周辺岩盤の力学・水理挙

動を示す計測データの取

得。 
③計測結果から埋設施設・

周辺岩盤の力学・水理挙

動の把握、施設を構成す

る部材が建設中・建設後

に人工バリアや周辺岩盤

へ与える影響の程度の把

握。 

埋戻し材、緩衝材、低拡散材、

コンクリートピットの一部、及び

周辺岩盤に、土圧計、ひずみ計、

鉄筋計、応力計、間隙水圧計等、

力学・水理挙動を計測するための

計測器を設置し、計測を開始し

た。また、計測したデータを基に、

ピットの沈下・変形、地下水流動

等の解析・評価を実施し、中間時

点における人工バリアや周辺岩

盤に与える影響の程度を把握し

た。 

達 成

 
３－４－Ｂ 事業化、波及効果について 
３－４－１－Ｂ 事業化の見通し 

 
本確証試験における研究成果は今後、余裕深度処分や TRU 廃棄物地層処分の事業化が進む

上で、実規模、実環境における我が国初の確証試験の貴重なデータとして、大きな貢献が期

待できると考えられる。これらの成果の処分事業、あるいはそれに対する安全規制等に向け

ての反映については、試験空洞の借用先である日本原燃（株）をはじめとする関係機関との

情報交換を密に実施し、情勢に応じた適切な反映が図られると期待できる。 

 
 
４－２－Ｂ 波及効果 

 
発電所廃棄物の余裕深度処分における施設の設計、建設に向けた経済性と要求性能とを考

慮した現実的施工技術の確立及び施設の総合的な性能確認が出来るとともに、TRU 廃棄物処

分への施工技術及び処分施設安全性確認、評価、安全規制等に対するデータ等の提供ができ

る。実際、本確証試験の成果は、「土木学会エネルギー委員会 低レベル放射性廃棄物の余裕

深度処分に関する研究小委員会 設計・品証 WG（平成 19 年 6 月発足）」に参照・反映されて

いる。 
また、地下空洞型処分施設に対する実規模、実環境における我が国初の確証試験であり、

国としての処分の安全性を確証できる。 
なお、実規模、実環境において施設を建設し、処分施設の安全性を直接示すことによって、

国としての取り組みが理解され、国民に対する安全・安心文化の醸成も期待できる。 
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３－５－Ｂ．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 
３－５－１－Ｂ 研究開発計画 
 
研究開発計画の適切・妥当性の判断指標として、計画（課題への対応）、採択スケジュール

等、選別過程、実施者の選択の 4 つが挙げられる。管理型処分技術調査の事業全般に関して

は、これらの判断指標に照らして適切・妥当と考えられ、全体として共通する問題点や改善

すべき点は見当たらない。 
 
地下空洞型処分施設性能確証試験については、低レベル放射性廃棄物処分技術調査を含む

過去の余裕深度処分技術調査の成果や、日本原燃（株）が進めている次期埋設施設本格調査

の進捗等を踏まえ、研究開発計画を策定してきた。 
実施者については、いずれのテーマもＲＷＭＣが担当した。ＲＷＭＣは、放射性廃棄物の

処理・処分に関する研究、開発及びその成果の普及並びに法律に基づく資金管理業務の実施

等を通じて、放射性廃棄物の安全かつ合理的な処理・処分体制の確立を推進すること等によ

り、原子力利用に係る環境の整備促進を図り、我が国原子力開発の進歩発展と国民の合意形

成の増進に資し、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定的向上に寄与することを目

的に設立された公益財団法人である。 
本技術調査の実施にあたっては、原子力分野だけでなく、地質分野、土木分野、物理化学

分野、エンジニアリング分野等の広範かつ専門的な知見が不可欠である。また、基盤的な技

術であり、かつ、社会から高い受容性を得る必要があることから、事業の実施及び評価には

中立性の確保が求められる。 
ＲＷＭＣは、処分事業者である日本原燃（株）等とは独立した中立的第三者機関であり、

放射性廃棄物全般及びその周辺技術にわたる広範な調査業務能力を有していることから、上

記の諸条件を満足する機関と考えられ、本事業の実施者として、適切な選択であると考えら

れる。 
なお、本事業の実施工程は表 73に示す通りである。 

 
表 73．研究開発計画（地下空洞型処分施設性能確証試験） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　年度　　
　実施項目 17 18 19 20 21 22 23

1.実現可能な埋設施設試験計画の策定

　(1)基本計画の策定

　(2)詳細試験計画の策定

2.処分施設施工確認試験

　(1)埋戻し材試験

　(2)緩衝材試験

　(3)低拡散材試験

　(4)コンクリ－トピット試験

　(5)充填試験

3.初期性能確認試験

　(1)埋戻し材試験

　(2)緩衝材試験

　(3)低拡散材試験

　(4)コンクリ－トピット試験

　(5)充填試験

4.施設・岩盤挙動計測

　(1)埋戻し材

　(2)緩衝材

　(3)低拡散材

　(4)コンクリ－トピット

　(5)周辺岩盤

平成
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３－５－２－Ｂ 研究開発実施者の実施体制・運営 
 
本事業は、ＲＷＭＣにおいて実施しており、当該機関により、開発目標の設定、事業計画

の立案をはじめ、試験・測定・装置等の使用の検討及び決定、事業の工程管理、試験結果の

考察・取りまとめ等を行っている。 
また、プロジェクトの実施にあたり、必要に応じて一部業務を専門業者（メーカー、エン

ジニアリング会社、ゼネコン等）に外注している。外注する上で、技術能力のほか、効率性

や経済性の観点等を含めて、競争入札を導入して外注先を決定している。 
ＲＷＭＣにおいて、テーマを担当するプロジェクトリーダーは、廃棄物処分研究分野若し

くは必要とされる関連研究分野に長年従事し、豊富な実績を有している。 
ＲＷＭＣは、事業計画立案、事業の推進において、国の政策への適合性、社会情勢の変化、

中立公平性等を考慮して事業の方向性を示し、必要によっては計画の変更を行う等、事業全

体の運営を実施している。また、各テーマにおいて検討委員会を設置・運営している。 
検討委員会としては、テーマ毎に学識経験者及び関連分野の高度な専門知識を有する専門

家等による委員会を設け、これら委員会における幅広い見識と高度な専門知識に基づく審議

に基づき、プロジェクトの推進と実施事業の適正な評価を行っている。 
また、この委員会の委員には処分事業者等の専門家を加え、成果の移転がスムーズに行え

るようにしている。 
本技術調査のテーマにおける実施体制を図 156に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 156．研究開発実施体制（地下空洞型処分施設性能確証試験） 

 
 

日本原燃

経済産業省 

（公財） 原子力環境整備促進・資金管理センター 
（プロジェクトリーダー： 寺田 賢二） 

 ・調査／試験計画検討   ・調査／試験結果の分析・評

価 

 ・技術評価項目の具体化及び評価手法の検討 

 ・各調査委員会の運営   ・研究全体の取りまとめ 

地下空洞型処分施設 
性能確証試験委員会 

（辻 幸和主査） 

平成 17 年度～ 

協力 

原子力学会 

電力各社 

土木学会 

JNES 

日本原燃㈱ 施設設計、計測業務等（東電設計） 
施設施工・物性試験業務等（建設会社（鹿

島、大成、清水、間組）、三菱マテリアル 他）

情報収集 

外部発注業務 
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３－５－３－Ｂ 資金配分 
 
本委託事業に係る概算事業費（年度予算）は表 74に示すとおりである。 
資金配分については、事業全般の成果と照らして妥当とする見方もできるが、費用対効果

の評価や成果の事業化への寄与等が未確定であり、定量的な評価が困難な面もある。しかし

地下空洞型処分施設の建設は、地層処分の基幹となる事業であり、その技術開発は絶対的な

安全性の確保に向けて行われる必要性を義務付けられ、国際的にも焦眉の開発事業である。

これらの点を考慮すれば、十分な技術開発、関連する情報提供および説明責任を果たすため

には、改善の余地はあると考えられる。 
 

表 74．資金配分 （単位：百万円) 

B．管理型処分技術調査等委託費 544 367

地下空洞型処分施設性能確証試験 544 367

年度 20 21

 

 
 
３－５－４－Ｂ 費用対効果 
 
本確証試験の実施を通じて、発電所廃棄物の余裕深度処分における施設の設計、建設に向

けた経済性と要求性能とを考慮した現実的施工技術の確立及び施設の総合的な性能確認が出

来るとともに、TRU 廃棄物処分への施工技術及び処分施設安全性確認、評価、安全規制等に

対するデータ等の提供ができる。                                 
また、地下空洞型処分施設に対する実規模、実環境における我が国初の確証試験であり、

国としての処分の安全性を確証できる。 

 
 
３－５－５－Ｂ 変化への対応 

 
本研究の実施期間中の TRU 廃棄物処分や余裕深度処分に関する動向を把握し、 新の情報

に基づき詳細な研究計画の見直しが必要か否かについて検討、評価を行いながら進めており、

新の技術情報に基づく試験が行われている。また、計画策定に当たっては検討委員会を設

置し、計画の事前レビューと成果のチェックが行われており、適宜、研究方針を土木分野等

の専門家のチェックを受けて詳細な計画を見直している。 
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Ｃ 放射性廃棄物共通技術調査 
 
３－１－Ｃ 事業の目的・政策的位置付け 
３－１－１－Ｃ 事業目的 
 
放射性廃棄物共通技術調査は、放射性廃棄物処分に関する諸外国の関連政策や事業等に係

る 新情報の収集を行う「放射性廃棄物海外総合情報調査」、放射性廃棄物の処分全般に共通

する技術的信頼性や安全性の向上及び国民の理解促進等を目的として、地層処分技術に関す

る基礎研究開発を行う「放射性廃棄物重要基礎技術研究調査」、及びわが国の風土に応じた被

ばく経路や線量評価等に関する技術開発を行う「放射性核種生物圏移行評価高度化調査」を

実施している。 
それぞれのテーマの概要は以下の通りである。 
 
１）放射性廃棄物海外総合情報調査 
  放射性廃棄物に係る海外の 新の政策や事業の動向等を的確に把握し、国際的動向とも

整合をとりつつ我が国の政策立案を進めていくことを目的として、海外の放射性廃棄物に

関連する情報を収集・分析する。また、それらを関係者間で参照・活用が可能な形態とし

てデータベースとして整備するとともに、幅広く情報普及を図るための情報の整理・発信

を行う。 
 
２）放射性廃棄物重要基礎技術研究調査 

放射性廃棄物の 終処分の安全規制、安全評価のために必要な研究開発や深地層の科学

的研究等の基盤的な研究開発において、学界をはじめとする広範な関連諸分野の人材を活

用して進めるべき学際的な研究テーマについて、現在残されている課題の調査・抽出を行

い、現段階から着手する必要のある基礎的研究を大学等研究機関の研究者を活用して実施

する。 
 
３）放射性核種生物圏移行評価高度化調査 

放射性廃棄物処分の安全評価においては、処分場から人間が生活環境を含む生物圏に至

るまでの核種移行プロセスとこれによる被ばく経路についてモデル化を行い、人間への影

響を評価することが必要である。わが国における放射性廃棄物処分の安全評価の信頼性向

上に資するため、わが国の生物圏における移行パラメータを整備し、核種移行を予測する

モデルを開発する。 
 
 本技術評価では、このうち、「地層処分重要基礎技術研究調査」と「放射性核種生物圏移行

評価高度化調査」について、評価を実施する（「放射性廃棄物海外総合情報調査」は調査事業

であるため、評価対象外である）。 
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３－１－２－Ｃ 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「原子力の推進・電力基盤の高度化」

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」が明示されており、プ

ログラムへの適合は明確である。 

 
 
３－１－３－Ｃ 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、処分事業には、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、更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－Ｃ 研究開発目標 
３－２－１－Ｃ 研究開発目標 

 
放射性廃棄物共通技術調査においては、処分事業や安全規制を含むわが国の放射性廃棄物

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、放射性廃棄物の処分全般に共通

する技術的信頼性や安全性の向上及び国民の理解促進等を目的として、平成１９年度以降、

放射性廃棄物重要基礎技術研究調査、放射性核種生物圏移行評価高度化調査を実施している。

これらの各テーマは、当面する５年程度の具体的な技術開発の目標・計画を設定して事業を

展開しているとともに、必要に応じて段階的な指標を設定して、達成度の把握を実施するよ

うにしている。 

 
 
３－２－２－Ｃ 全体の目標設定 
 
（１）放射性廃棄物重要基礎技術研究調査 
放射性廃棄物の地層処分を円滑に進めるためには、地層処分に必要な人工バリア・施設の

設計技術や性能評価等について、処分事業の進捗に応じ、着実にその信頼性を向上していく

ことが重要である。放射性廃棄物の地層処分技術のうち、 終処分事業の安全な実施、経済

性及び効率性の向上等を目的とする技術開発は、実施主体が担当するものとし、国及び関係

機関は、 終処分の安全規制、安全評価のために必要な研究開発や深地層の科学的研究等の

基盤的な研究開発及び地層処分技術の信頼性の向上に関する技術開発等を積極的に進めてい

くことが必要であるとされている。こうした研究のうち基盤的な研究開発には、学際的な研

究テーマも多く含まれ、学術分野をはじめとする広範な関連諸分野の人材を活用して進める

べき研究テーマも少なくないことが想定されることから、現在残されている課題の調査・抽

出を行い、現段階から着手する必要のある基礎的研究を大学等研究機関の研究者を活用して

実施することにより、処分事業の進捗に応じた信頼性の向上に資することを目標とする。 
上記の本テーマの全体目標に沿って、具体的な調査は次の要素（要素技術）で展開されて

いる。 
１）基礎的研究テーマの整理 
２）重要基礎技術研究調査 
３）地球化学バリア有効性確証調査 
４）多重バリアの長期安定性に関する基礎情報の収集及び整備 
上記１）は、本テーマで扱う基礎的研究テーマの抽出に資する情報の整備として、国内に

ついては関連する研究開発機関等との連携の場を通じて、研究開発動向に関する情報を収

集・整理して体系的な把握を行い、国外については海外で公開されている関連文献のうち、

地層処分の安全性を示すために地質関連・工学関連・評価技術関連等の分野における 新の

研究成果を取りまとめた性能評価報告書等を対象とした情報を収集して体系的に整理するも

のである。 
上記２）～４）は、上記１）の情報も踏まえつつ、わが国の地層処分事業の長期的展開も視

野に、現段階から着手する必要のある基礎的研究テーマを着実に実施するものである。特に、

２）については、若手研究者等の育成や他研究分野からの参加による研究者の裾野拡大、研

究実施の新たな観点や新規アプローチの創出、着実な成果が要求される特定研究テーマへの
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取組等にも配慮し、主に公募プロセスを取り入れた学際分野を含む広範な人材活用によって

研究を実施するものである。また、３）及び４）は、国際共同研究のフレームワークの活用

や海外特定フィールドを活用した研究の実施等、前記２）のアプローチではその参画或いは

研究の実施が難しいと想定される特定テーマの研究を実施するものである。 

 
（２）放射性核種生物圏移行評価高度化調査 
放射性廃棄物の地層処分に係わる安全評価では、地下の処分場から放射性核種が地下水に

より移動し、 終的に人間の生活環境を含む生物圏に到達する事が予想される。したがって、

その生物圏における核種移行プロセスとこれによる被ばく経路について適切にモデル化を行

い、人間への影響を評価することが必要である。しかし、生物圏においては、核種挙動はそ

の地域の環境や人間活動に大きく影響されるため、核種移行モデルに使用される移行パラメ

ータは、それぞれの国や地域において収集・整備する必要がある。 
 本研究は、以下の調査・研究を行い、我が国の生物圏における核種移行評価の高精度化に

資するため、我が国の生物圏における核種移行パラメータの整備・拡充を行うものである。 
 
 １）沿岸域における核種挙動評価 
 ２）TRU廃棄物処分に係わる重要核種（C-14、I-129等）移行挙動評価 
 ３）ラドン挙動評価 
 ４）生物圏移行パラメータ推定法開発及びデータベースの高度化・拡充 
 
 
３－２－３－Ｃ 個別要素技術の目標設定 

 
上記の各要素（要素技術）の目標を表 75、76に整理する。なお、放射性廃棄物重要基礎技

術研究調査のうち、地球化学バリア有効性確証調査は本中間評価対象期間内での終了案件で

あるため、表内の中間評価時点における目標・指標の記述は割愛する。 
表 75．個別要素技術の目標（放射性廃棄物重要基礎技術研究調査） 

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 

基礎的研究テ

ーマの整理 
地層処分分野の基盤技術

整備に向けた基礎的研究の

実施に資するため、国内外に

おける 新の研究開発動向

等を調査し整理する。 

同左（左記目標に沿って、

中間評価時点における、国

内外における 新の研究開

発動向を調査し整理する）。

下記の放射性廃棄物に関する

基礎技術研究調査の実施におけ

る適切な研究テーマの選定には、

左記の目標で示される情報の収

集・整理成果が重要な入力情報と

なる。 
重要基礎技術

研究調査 
上記情報を活用しつつ、新

規研究テーマ及び研究実施

者を抽出・選定して、研究を

着実に実施するとともに、研

究内容及び成果の共有・普及

活動を実施する。 

同左（中間評価対象期間

における研究テーマの優先

度等も踏まえて、左記事項

を着実に実施する）。 

深地層の科学的研究等の基盤

的な研究開発及び地層処分技術

の信頼性の向上に関する技術開

発等を積極的に進めていくこと

の重要性・必要性に加え、長期的

な事業展開も念頭に置いた学際

分野を含む広範な人材活用が望

まれることを踏まえ、左記の具体

的な実施方法論を目標として設

定している。 
地球化学バリ

ア有効性確証

調査 

地下水中にコロイドを含

むロシアの放射性物質で汚

染されたサイト（ロシア・チ

（事後評価となるため割

愛） 
放射性核種がコロイド物質に

収着し擬似コロイドとして移行

する現象や、放射性核種自体がコ
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ェリャビンスク州オジョル

スク市にある PA “Mayak”の
カラチャイ湖周辺）での放射

性核種移行概念モデルの検

討等により、コロイドによる

放射性核種の移行現象の理

解度を深め、地層処分システ

ムの天然バリア性能評価の

信頼性向上に資する。 

ロイド（真性コロイド）となり移

行する現象は、天然バリアの性能

を低下させる可能性があり、この

現象の理解を進め、安全評価にど

のように取り込むかが課題であ

る。 

多重バリアの

長期安定性に

関する基礎情

報の収集及び

整備 

多重バリアの長期安定性

に係るナチュラルアナログ

（将来生じることが予測さ

れる現象と類似した天然現

象）に関する基礎情報を元

に、そのプロセスが生じた時

間の評価やモデルによる評

価・予測解析による評価も踏

まえ、得られたナチュラルア

ナログ調査の成果を安全性

の論拠として活用できる情

報として取りまとめる。 

多重バリアシステムの長

期安定性に係るナチュラル

アナログの重点的課題分野

を抽出し、文献調査及び予

察調査により、ナチュラル

アナログの環境条件を満た

し、その研究展開が可能な

調査研究地点を選定する。

この地点における地質、地

質調査、地下水調査、岩石

鉱物学的調査等により、ナ

チュラルアナログの主要プ

ロセスやその環境条件に係

る基礎データを取得する。

また、既往のナチュラルア

ナログ調査研究の文献情報

から得られる情報をデータ

ベースとして取りまとめ

る。 

多重バリアシステムを基本と

する地層処分において、ナチュラ

ルアナログを見出し、その理解や

もたらされた結果を、安全性を説

明する論拠の一つとして活用で

きる情報として整備することが

求められている。 

 
表 76．個別要素技術の目標（放射性核種生物圏移行評価高度化調査） 

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 

1)沿岸域にお

ける核種挙動

評価 

 一級河川の河口から沿岸

域を対象に、海水（汽水含

む）、堆積物、海産生物等の

海洋試料中の元素や化学成

分の濃度を得て、沿岸域にお

ける核種挙動に関するデー

タ並びに海底堆積物や海産

生物への移行に関するパラ

メータを収集し、データベー

スを構築する。 

（１）微量元素や化学成分

の分離・分析法の検討を行

う。 
（２）河口-沿岸域調査(4
地域／年)、その内、1地域

は年 3 回の定期調査を実施

する。 
（３）沿岸域における元素

や化学成分の移行や濃縮に

関するデータを収集し、沿

岸域における移行パラメー

タの整備をする。 

河川水に流入した核種は、河口

へと運ばれ、 終的に海洋へ到達

する。河口から沿岸域において、

河川より流入する放射性核種は

沈殿等により沿岸域にとどまる

可能性があり、その結果、そこに

棲息する海藻や甲殻類、さらに海

底に棲息する魚介類へ核種がど

の程度、移行・濃縮するかが、安

全評価を行なう上で重要な項目

となる。本調査では、河口から沿

岸域における元素や放射性核種

の濃度分布や挙動について調査

し、移行パラメータを求める。 
2)TRU 廃棄物

処分に係わる

重 要 核 種

（C-14、I-129
等）移行挙動

評価 

TRU 廃棄物処分に係る重要

核種の移行挙動評価では、 
C-14及び I-129を対象として

化学形態別に土壌−土壌溶液

分配係数(Kd）や土壌−農作物

移行係数(TF)等、移行パラメ

ータを収集しデータをとり

まとめる。 

（１）化学形態変化分析手

法の開発し、酢酸態 C-14の
経時的化学形態変化を明ら

かにする。 
（２）日本各地の農耕地土

壌を用いて、土壌-土壌溶液

における酢酸態 C-14 の固

相・液相・気相分配率を明

らかにする。 
（３）土壌タイプの異なる

水田土壌を用いて，水稲へ

炭素は生物圏におけるありと

あらゆる生物の必須元素である。

有機態の C-14は微生物の作用に

より別の有機態 C-14へ、あるい

は無機態 C-14へと変化する。こ

のような C-14の物理化学的形態

変化は、生物圏における移行に影

響を及ぼす。従って、より現実的

な C-14移行に関する影響評価を

行うためには、１）表層土壌にお

ける C-14の物理化学形態変化を
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の C-14移行係数を求める。 
（４）C-14水稲移行モデル

を試作する。 
（５）日本各地の農耕地土

壌を用いて、土壌-土壌溶液

における I-の分配係数を求

める。 

明らかにし、２）それらが農作物

へどのようなプロセスで移行す

るかを把握した上で、３）各プロ

セスにおける移行パラメータを

取得し、４）そして得られたデー

タをもとにモデル化することが

重要である。  
また、ヨウ素に関しても安全評価

上重要な核種であるため、化学形

態別の Kdを求めるとともに微生

物による影響を評価する。 
3)ラドン挙動

評価 
ラドンチェンバーを用い

た室内トレーサ実験により

土壌中におけるラドン実効

拡散係数を求め、ラドン散逸

に関する土性（土壌の種類）

による違いを明らかにする。

さらに、フィールドにおいて

ラドン散逸率を評価し、室内

実験で得られた土壌特性と

の関連を解明するとともに、

ラドン散逸率推定モデルを

構築する。また、土壌のラド

ン散逸抑制効果について検

討を行う。 

土壌環境中でのラドンの

挙動を解明するとともに、

我が国の代表的な土壌種に

関するラドン散逸効果を検

討するため、次の項目を目

標とする。①室内実験によ

り、土壌中におけるラドン

の実効拡散係数を評価す

る、②フィールドにおいて

ラドン散逸率や関連するパ

ラメータを測定・評価する、

③上記の評価結果を併せ

て、ラドン散逸率推定モデ

ル構築に着手する。 

ウラン廃棄物処分の安全性評

価において、ラドンによる被ばく

評価を正しく行うことが必要で

ある。 
ラドン及びその子孫核種による

被ばく線量については、モデルや

パラメータに関する不確実性の

影響を特に大きく受けることも

留意すべきであるため、我が国に

おける表層土壌中のラドン挙動

を把握する必要がある。 

4)生物圏移行

パラメータ推

定法開発及び

データベース

の高度化・拡

充 

わが国独自の環境移行パ

ラメータ・データベースに、

測定困難であったものを含

む未測定データを追加する

ことによりデータベースを

拡充し、それらの測定データ

及び農地基盤に関する全国

調査データ等から環境移行

パラメータ推定モデルを構

築する。 
また、沿岸域での調査等によ

り得られた沿岸域のデータ

ベースを用いて、移行パラメ

ータ推定モデルを構築する。 

（１）NIRSが実施した測定

により得られた土壌—農作

物移行係数（TF）データベ

ース及び土壌ー土壌溶液間

分配係数（Kd）データベー

スを拡充する。 
特に、測定が困難であっ

た U、ヨウ素、Zr、Nb、Ag
等の分析法を確立してデー

タを取得し、TFをデータベ

ースに追加する。また、放

射性核種の挙動に影響を及

ぼす可能性のある土壌溶液

中の元素濃度データを追加

する。 
（２）データベースに蓄積

された測定データ及び農耕

地基盤に関する全国調査デ

ータ等を用いて、Kd及び TF
の推定モデルを構築する。 

放射性廃棄物の地層処分場か

ら環境中へ放出された放射性核

種は環境の違いによってその動

態が大きく異なると考えられる。

従って、我が国独自の環境移行パ

ラメータ収集・整備する必要があ

る。平成 14年度から 18年度まで

に、NIRS では環境媒体中元素濃

度を蓄積し、TFや Kdの環境移行

パラメータの導出及びデータベ

ース構築を行った。しかしなが

ら、さらにデータベースを充実さ

せて、重要核種関連元素について

のデータを追加することは重要

であり、環境移行パラメータを得

ることが困難である場合や、実測

していない場合に推定すること

ができれば、放射性核種の環境移

行予測の精度が向上し、放射性廃

棄物地層処分の安全評価がより

適切になると考えられる。 

 


