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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は，高レベル放射性廃棄物の地層処分の実現に向け

た国の第 2 期中期目標（平成 22～26 年度）に基づき中期計画を策定し，処分事業と国による安

全規制の両面を支える技術基盤を整備するため，地層処分研究開発と深地層の科学的研究の 2 つ

の領域において研究開発を進めている。今般，本中期計画期間における深地層の科学的研究分野

（超深地層研究所計画，幌延深地層研究計画，地質環境の長期安定性に関する研究）の成果を取

りまとめるにあたり，処分事業におけるサイト選定から処分開始に関する意思決定ポイントまで

に必要な技術情報を事業者・規制機関が活用し易い形式で体系化し，所期の目標の精密調査（前

半）の段階に必要となる技術基盤として整備した。 
本成果で体系化された調査解析技術は，地層処分場の許認可段階にある国外の地層処分事業（ス

ウェーデン，フィンランド）での適用技術と比肩しうる網羅性と品質を有しており，地震・断層，

火山などの天然現象の高精度調査解析技術との組み合わせにより，わが国の地質環境に適応した

より幅広い地質環境特性のシナリオに対応可能である。 
今後は，部分的埋め戻しや廃棄体定置終了，最終閉鎖に関する意思決定ポイントに必要な技術

基盤を整備するために，これらに関する先進的な研究開発を深地層の研究施設において実施し，

世界をリードする地層処分技術として国内外に広く発信していく。 
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We have synthesised the research results from Mizunami/Horonobe URLs and geo-stability 

projects in the second mid-term research phase. It could be used as technical bases for 
NUMO/Regulator in each decision point from siting to beginning of disposal (Principal 
Investigation to Detailed Investigation Phase). High quality construction techniques and 
field investigation methods have been developed and implemented and these will be directly 
applicable to the National Disposal Program (along with general assessments of hazardous 
natural events and processes). It will be crucial to acquire technical knowledge on decisions of 
partial backfilling and final closure by actual field experiments in Mizunami/Horonobe URLs 
as main themes for the next phases. 
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1. はじめに 
1.1 深地層の研究施設計画および地質環境の長期安定性に関する研究の経緯と現状 
 第 2 期中期計画 1)の対象期間（平成 22 年 4 月～平成 27 年 3 月）における深地層の研究施設計

画および地質環境の長期安定性に関する研究では，瑞浪は地下 500m 程度，幌延は地下 350m 程

度までの坑道掘削とそれに伴う調査研究による各調査技術やモデル化手法の妥当性評価および深

地層における工学技術の適用性の確認，ならびに精密調査において重要となる地質環境条件に留

意して，天然現象に伴う地質環境の変化を予測・評価する手法の整備を研究課題として掲げ，調

査研究を実施した。 
 深地層の研究施設計画に関しては，5 カ年に及ぶ研究坑道の掘削とそれに伴う調査研究を展開

し，平成 26 年 9 月末現在，瑞浪超深地層研究所において深度 500m までの 2 本の立坑および同

深度の延長約 430m の水平坑道，幌延深地層研究センターにおいては深度 350m まで到達する 3
本の立坑および総延長約 760m の深度 350m 調査坑道が完成（図 1.1-1）するとともに，課題達

成に必要な地質環境データの取得と解析評価を実施した。さらに，幌延では人工バリアなどの工

学技術の検証をはじめとする地層処分研究開発に関する調査試験を展開した。また，地質環境の

長期安定性に関する研究については，精密調査において重要となる地質環境条件に留意して，天

然現象に伴う地質環境の変化を予測・評価する手法の整備として，①調査技術の開発・体系化，

②長期予測・影響評価モデルの開発，③年代測定技術の開発の 3 分野を重点的に進め，変動帯を

特徴とする日本の地質環境に応じた調査解析技術やノウハウなどを集約した。 
 

 
図 1.1-1 深地層の研究施設の坑道展開図（瑞浪・幌延；平成 26 年 9 月作成） 
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1.2 研究成果の統合化に向けた基本方針と成果の構造 
1.2.1 統合化に向けた基本方針 
 地層処分技術に関する研究開発に係る研究成果は，第 1 期中期計画取りまとめ（CoolRepH22）
以降，従来の報告書形式を刷新し，地層処分のセーフティケースを支援するための知識ベースと

して集約したものを，利用者がより活用しやすいようにウェブサイトに情報を展開する方法を採

用した 2)。これにより，多岐にわたる分野の研究成果の意味や意義が，セーフティケースの構築

支援に対して示されることとなり，成果の利活用が進むとともに，タイムリーに情報を発信でき

るようになった。このような取り組みにより，CoolRepH22 ホームページへのアクセス数は，平

成 26 年 8 月末時点で累計 3 万 9 千件を超えており，研究成果に係る情報を幅広く伝達・提供す

る手段として，大きな役割を果たしてきていると言える。 
 本報告書では，CoolRepH22 の基本構成を踏襲しつつ，地質環境調査に係る成果の具体的活用，

とりわけ処分事業の概要調査から精密調査（前半）に有効な地質環境調査技術に関して，セーフ

ティケース構築に至る全体的な過程を意識した体系化に重点を置いた取りまとめを行った（図

1.2.1-1）。具体的には，従来の記述において，例えば「サイト記述モデルの構築に必要な技術が

整備された」というメッセージに留まっていたものに対し，その成果の反映先やタイミング，留

意点（適用範囲など）を可能な限り明示するようにした。さらに，日本原子力研究開発機構が開

発を進めてきた知識マネジメントシステム（JAEA KMS）3)や次世代型サイト特性調査情報統合

システム（ISIS）4)との統合を進め，主たるエンドユーザーである実施主体や安全規制の関係者

にとってより利便性の高い環境として機能することを目指した。 
 

 
図 1.2.1-1 CoolRepH26 の反映先 
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1.2.2 成果の構造 
 研究成果の記述に関しては，その反映先がより明確になるように，処分事業の意思決定段階に

照らし合わせて整理するとともに（図 1.2.1-1），記述レベルを階層化した。処分事業の意思決定

段階は，ICRP や NEA が示した事業の一般的な活動フェーズ 5), 6)に基づき，坑道掘削前から掘削

開始までに係る成果を A1 群（地質環境の初期状態の理解），坑道が掘削されてから閉鎖までに係

る成果を A2 群（地質環境の短期変動・回復挙動の理解），坑道閉鎖以降に係る成果を A3 群（地

質環境の長期変動・回復挙動の理解）とし，各成果を統合するために開発したツールに係る成果

を B 群（研究成果の知識統合のためのツールの整備）として設定した。加えて，個別の成果を研

究分野の単位で整理し，要点をまとめたものを“成果ダイジェスト”，更に成果ダイジェストをプ

ロジェクトの単位で意味づけ・総体化した際の表現を“コアメッセージ”とし，複雑多岐になり

がちな地層処分に関わる知識情報を時間（横軸）と記述レベル（縦軸）の観点から構造化するこ

とを試みた（図 1.2.2-1）。 
 

 
図 1.2.2-1 深地層の研究施設計画と地質環境の長期安定性に関する研究報告書の構造 

 
 このような構造化により，全体目標に対する個別の研究成果の寄与がより具体的に明示される

ようになったほか，セーフティケースを構築支援するための知識ベースの参照がより容易になっ

た。また，本形式に則った整理は，今後優先的に取り組むべき課題の抽出や研究テーマの合理化，

更には新しい研究テーマの創出などにおいても，役立つものと期待される。 
 
1.3 第 2 期中期計画における主要成果のコアメッセージ 
 上記 1.2.2 項の成果の構造で述べられた A1 群から A3 群，B 群のコアメッセージとその技術的

意味を表形式で整理したものを表 1.3-1，コアメッセージの論拠を支える成果ダイジェストとの

関連性をマップとして表現したものの一部を図 1.3-1 に示す。これにより，成果の各事業フェー

ズの意思決定ポイントへの意味づけの理解が容易になるほか，従来の取りまとめで十分に表現で

きていなかった個別の成果情報や課題のつながりについて，より端的かつ俯瞰的に確認すること

が可能となった。 
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表 1.3-1 深地層の研究施設計画および地質環境の長期安定性に関する研究報告書における 
研究成果のコアメッセージ 
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図 1.3-1 コアメッセージ，成果課題ダイジェストマップの例（A2 群の一部） 

 
 これらコアメッセージは，第 2 期中期計画期間中 5 年分の研究成果（例えば，深地層の研究施

設計画に関わるものとして，技術報告書 146 件，学術論文 124 件，学会要旨 268 件）の要約とし

ても位置付けられる。本報告書の 2 章以降では，A1 群から A3 群，B 群のコアメッセージの論拠

となる個別の研究成果に関して，より具体的な内容を説明する。 
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2. 地質環境の初期状態の理解（成果ダイジェスト A1 群） 
2.1 地質・地質構造 
2.1.1 はじめに 
 地質・地質構造は，地層処分の場としての構造や性質およびその空間分布を規定するものであ

り，地下水流動，地下水の地球化学および物質移動などの特性の把握や地下調査施設レイアウト

の検討において，その三次元分布を把握することが重要である。そのため，主に安全評価の観点

から地質構造の三次元分布に関する以下の地質環境の特性とプロセスに着目して，地上からの調

査・解析・評価技術の構築を進めてきた 1),2)。 
(1) 対象岩盤の分布と形状の把握 
(2) 岩盤の地質学的不均質性の把握 
(3) 移行経路として重要な構造の把握 
 
2.1.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画においては，第 1 期中期計画において地上からの調査により把握された研究坑

道掘削前の地質構造の三次元分布について，研究坑道掘削時の調査によりその妥当性を確認し，

表 2.1.2-1 に示す目標とする技術開発レベルに関わる研究開発を行った。 
 

表 2.1.2-1 地質構造の三次元分布に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
2.1.3 実施内容と成果（結晶質岩／堆積岩） 
(1) 対象岩盤の分布と形状の把握 
 地上からの調査予測研究段階（第 1 段階）の調査研究では，研究所用地を包含する領域を対象

として，既存情報を用いた調査，空中・地表からの調査，ボーリング孔を利用した調査を段階的

に実施し，地層処分にとって重要な地質環境特性やプロセスなどを把握するとともに，地質構造

モデルの構築とその妥当性の確認を通じて，一連の体系的な調査・評価技術ならびに調査研究を

通じて得られた技術的知見の整備を図ってきた 3),4)。 
 研究坑道の掘削を伴う研究段階（第 2 段階）のうち，第 2 期中期計画期間には，深地層の研究

施設およびその周辺における地質観察や坑道を利用したボーリング調査および物理探査などによ

り，実際の地層の分布や，割れ目の分布および発達状況などを把握して，第 1 段階の調査研究結

果に基づく地質構造モデルの妥当性を確認するとともに，対象岩盤の分布と形状の把握に関する

技術的知見を整備してきた。 
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1) 瑞浪 
 第 1 段階では，地質図などの既存情報に加えて，地表地質調査，物理探査（反射法地震探査），

ボーリング調査を段階的に実施し，土岐花崗岩（白亜紀後期）とそれを被覆する新第三紀中新統

の瑞浪層群の分布・形状や断層の分布が推定されている 3)。また，土岐花崗岩では，地表から実

施した複数のボーリング調査において，割れ目が多い上部割れ目帯と割れ目が少ない下部割れ目

低密度帯が識別され，地表から実施した反射法地震探査の結果と組み合わせて，それらの三次元

分布が推定され，モデル化されている 3)。今中期計画期間には，上部割れ目帯の範囲を特定する

ことによって，下部割れ目低密度帯の位置および分布範囲を調査した。得られた成果は以下のと

おりである。 
 地表から実施した反射法地震探査およびボーリング調査の結果から，上部割れ目帯の厚さは花

崗岩上位に分布する被覆堆積岩（瑞浪層群）の層厚と相関があり，堆積岩が厚いほど上部割れ目

帯も厚いことが明らかにされている 5)。研究所用地には，花崗岩上面にチャネル構造が発達して

おり，被覆堆積岩の層厚が非常に厚い。このため，上部割れ目帯の下限は深度 467m 付近に位置

すると推定されていた 3),6)。 
 第 2 段階において立坑の坑底から実施したパイロットボーリング調査 7)の結果，上部割れ目帯

の下限は深度 460m 付近に位置すると推定された。また，その後に実施した換気立坑の壁面地質

調査 8)においても，深度 460m 付近以深で割れ目頻度が減少することが確認され 9)（図 2.1.3-1），
地表からの調査により，上部割れ目帯の下限深度が 10m 程度の精度で推定できていることを確認

した。 
 

 
UHFD : Upper Highly Fractured Domain 

LAFZ : Low Angle Fractured Zone 
LSFD : Lower Sparsely Fractured Domain 

図 2.1.3-1 地質構造モデルの更新（瑞浪の例） 
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2) 幌延 
 第 1 段階では，地質図などの既存情報に加えて，地表地質調査，物理探査（反射法地震探査や

AMT 探査など），ボーリング調査を段階的に実施し，新第三紀堆積岩の声問層および稚内層とそ

の上位層である勇知層，更別層などや断層の分布・形状が推定されている 4)。新第三紀堆積岩の

声問層と稚内層は，その地層境界が，シリカ鉱物相の違いにより決定されており 10)，稚内層は主

に珪藻遺骸（オパール A）が埋没続成作用により溶解して形成されたオパール CT から構成され

るのに対し，声問層はこのオパール CT を含まないことが明らかになっている 11)。これらの第 1
段階で実施した調査の結果に基づいて推定した地下施設とその周辺に分布する声問層と稚内層の

地層境界深度について，坑道掘削（地下施設建設）時の調査研究段階（第 2 段階）で実施した坑

道壁面の地質観察や坑道からのボーリング調査で採取したコアの鉱物組成分析に基づき識別した

声問層と稚内層の地層境界深度と比較した結果，それらの違いは数 m 程度であることを確認した

（図 2.1.3-2，表 2.1.3-1）12)。このことから，地上からの調査結果を基に作成した地質構造モデ

ルは，地下施設近傍の層序分布を把握するために必要な情報量を有しており，第 1 段階で実施し

た一連の調査手法（既存情報を用いた調査，空中・地表からの調査，ボーリング孔を利用した調

査に基づく地層境界面の分布の予測 4)は妥当であったと言える。 
 これらの調査研究の結果，地表地質調査，物理探査，ボーリング調査などの組み合わせにより，

断層の分布や割れ目の頻度などを考慮した対象岩盤の地質学的分類が可能になり，堆積岩におい

ては対象岩盤の分布や層厚を，花崗岩においては割れ目の少ない領域を把握することができた。

また，あわせて，従来は個別に進められてきた調査内容を「調査」⇒「データ」⇒「解釈／デー

タセット」⇒「概念化／モデル化」の流れで整理することにより，各種調査結果を統合して地質

構造モデルを構築するための方法論を，フロー図として整備した 13)。 
 

 
ボーリング孔の黄緑色部分は声問層が確認された範囲，青色部分は稚内層が確認された部分を示す。 

図 2.1.3-2 声問層と稚内層の地層境界深度の確認位置 
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表 2.1.3-1 声問層と稚内層の地層境界深度 

 
 
(2) 岩盤の地質学的不均質性の把握 
 岩盤の地質学的不均質性としては，岩相・層相の違いによるもの（岩種，粒度など）と構造発

達の違いによるもの（割れ目，断層の頻度など）が考えられる 14)。地質観察や坑道内のボーリン

グ調査および物理探査などにより，実際の地層の分布および割れ目の分布・発達状況などを把握

して，第 1 段階の調査研究結果に基づく地質構造モデルの妥当性を確認するとともに，岩盤の地

質学的不均質性の把握に関する技術的知見を整備してきた。 
1) 瑞浪 
 岩相については，これまでに地表から掘削したボーリング孔のコアを用いた岩石記載（鉱物組

み合わせおよびモード組成）によって，土岐花崗岩では白雲母－黒雲母花崗岩，ホルンブレンド

－黒雲母花崗岩および黒雲母花崗岩の 3 つの岩相に区分されている 15)。これらの岩相は系統的に

推移しており，岩体中心部には黒雲母花崗岩が，縁辺部には白雲母－黒雲母花崗岩が分布し，両

者の間にホルンブレンド－黒雲母花崗岩が分布する 15)。 
 研究坑道周辺では，第 1 段階で掘削した MIZ-1 号孔のコアを用いた岩石記載より，ホルンブレ

ンド－黒雲母花崗岩および黒雲母花崗岩が分布しており，深度約 500m より浅部にはホルンブレ

ンド－黒雲母花崗岩が，深部には黒雲母花崗岩が分布する 15)。なお，ホルンブレンドは一般に細

粒で含有量が少ない。 
 研究坑道で観察された花崗岩は等粒状で，粒度は主に鉱物の長径が 5～7mm 程度の中～粗粒で

あるが，鉱物粒径 1～5mm 程度の細～中粒のことがある 9),16)。花崗岩中にはペグマタイトおよび

アプライトが岩脈として局所的に分布するほか，主立坑断層に沿っては塩基性のランプロファイ

アー岩脈が分布する 9),16)。ただし，これらの分布は局所的であることから，岩相はほぼ均質と言

える。 
 割れ目については，(1)で述べたように，割れ目頻度の違いが把握されている。また，土岐花崗

岩の割れ目頻度は，花崗岩の冷却速度に関係していることが分かった 17),18),19),20)。さらに，未調

査領域については，花崗岩中の割れ目の密度に基づいた広域的な地質構造との空間的相関性に着

目した統計学的な検討ならびに応答曲面の作成から，データの得られていない地点における割れ

目密度を補間できる可能性を明らかにするとともに 21)，広域的な地質，割れ目などの分布を表現

する空間モデリング法を適用することにより，割れ目の卓越方位分布と方位ごとの頻度を把握で

きる可能性を示した 22)。 
 断層については，第 1 段階の調査で実施した詳細な地表地質踏査で確認された断層 5)のほか，

反射法地震探査によって，反射イベントのずれとして複数個所で推定された断層，地上からのボー

リング調査によって複数個所で確認された断層があり，地下施設周辺に分布する断層の多くは，

既存地質図には記載されていない南北～北西走向および東西～西北西走向の比較的小規模な断層

である 3)。地表下に推定または確認された断層には，地表露頭で確認された分布と対応付けられ
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ないものもあり，地表までは達していない変位量の小さいまたは古い年代に活動した断層も分布

していると考えられた 3)。 
 第 2 段階においては，研究坑道の壁面地質調査および研究坑道からのボーリング調査と物理探査

によって，断層の分布を把握した。その結果，第 1 段階からの一連の調査によって，従来の地質図

には記載されていなかった断層についても把握することができることを確認した（図 2.1.3-3）9),16)。

しかし，地表からの調査で確認されていた断層の中には，異なる断層を同一と見なしたり，同一

の断層を異なる断層と見なしたりした事例が認められた 6),9),16),23)。また，その分布に関しては，

研究坑道から行ったボーリング調査および物理探査（逆 VSP 探査）によって，推定された場所で

は捕捉できなかった場合があり 24),25)，少なくとも数十 m の誤差を含む可能性が考えられた。そ

のため，断層の分布に関しては，その走向方向についてはおおよそ把握することが可能であるも

のの，断層の連続性（あるいは連結性）や地下深部での分布位置については，推定結果に大きな

誤差が含まれる場合があると考えられる。 
 また，断層の性状については，主立坑に沿って分布する断層（以下，主立坑断層）では，断層

近傍では非常に強く変質しており，コア全体が白色を帯びた粘土状の変質を受けた部分と，その

周囲に割れ目に沿って淡緑色～暗緑色を呈する変質を受けた部分が認められた 26),27)。 
 断層部は一般に脆弱で，ボーリングではコアロスを生じることもあり，断層の存在を見逃す可

能性が考えられる。このため，ボーリング孔を利用した物理検層データを組み合わせすることよ

り，断層部の位置や特性を推定する技術を開発した 28)。 
 

  
図 2.1.3-3 地表からの物理探査で推定した断層の分布（左）および 

左図の断層 A の分布（右）の推定結果（瑞浪） 
 
2) 幌延 
 第 1 段階の調査研究結果に基づき構築した地質構造モデルでは，対象岩盤である新第三紀の珪

藻質泥岩からなる声問層や珪質泥岩からなる稚内層の分布や，地質図に記載されている大曲断層

の分布などが表現されているとともに，岩盤中に認められるより小規模な構造の特徴として，小

断層（割れ目）の発達が挙げられている 4)（図 2.1.3-4）。 
 声問層と稚内層の地層境界については，(1)で述べたように，シリカ鉱物相の違いにより決定さ
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れており，第 2 段階においては，坑道壁面の地質観察や坑道からのボーリング調査で採取したコ

アの鉱物組成分析に基づき，第 1 段階と同様の識別で声問層と稚内層の地層境界を区分できるこ

とや，第 1 段階で得られた声問層，稚内層の空隙率や硬度の範囲内に値が分布していることが確

認された 12)。 
 一方，小断層（割れ目）については，声問層中に認められる断層・割れ目が稚内層のそれより

も開口性と連続性・連結性に乏しいこと 29)，稚内層中の断層・割れ目は層理面にほぼ平行なもの

と層理面に高角なものに大別されること 30)，および稚内層において，断層運動に伴って引張割れ

目が発達しやすい領域（研究所設置地区では概ね深度 400m 以浅の稚内層）が存在し，そこでは

層理面に高角な断層（破砕物を伴うせん断割れ目）が引張割れ目（スプレークラック）の派生を

伴って発達すること 31)などが推定されている。第 2 段階においては，声問層中の割れ目の特徴に

ついて，坑道壁面および底盤の地質観察結果から，長さ数 m 以上の連続性・連結性を有する断層

が複数認められた以外は断層の長さはいずれも数 m 以下であり，その他の割れ目についても数十

cm 程度と短いことが確認された 32),33)（図 2.1.3-5）。 
 また，稚内層中の断層・割れ目については，坑道壁面および底盤の地質観察などの結果から，

層理面に高角な断層沿いに引張割れ目が発達していることが確認された 34)（図 2.1.3-6）。さらに，

地表から実施した複数のボーリング調査によって，稚内層中で抽出された北東－南西走向または

東－西走向を有する 19 条の高角な断層のうち，350m 調査坑道と交差すると推定されていた 6
条の断層について，350m 調査坑道における地質観察の結果から，断層の分布の連続性について

は推定結果と異なる箇所が認められたものの，その位置や方向については推定結果と整合的であ

ることが確認された 35)。これらのことから，地表からの調査では定性的ではあるものの，断層や

割れ目の分布や性状などを把握できることを確認した。 
 これらの調査研究の結果，地表地質調査，物理探査，ボーリング調査の組み合わせにより，従

来の地質図には記載されていなかった断層についても，方向性や頻度分布を把握することができ，

断層の分布や割れ目の頻度などを考慮した岩盤の地質学的分類が可能になった。また，坑道周辺

に分布する断層については，ボーリング調査以外で把握することが困難であった花崗岩中の断層

についても，前方探査（逆 VSP 探査）により，その分布を把握できる可能性を示した 36) 37)。地

下深部における小規模な断層の分布位置については，複数のボーリング調査データによる推定方

法の適用性を示した。あわせて，従来のモデルでは明示されなかった，調査の進展にともなう地

質環境の理解度や構築した地質構造モデルの不確実性の表示方法を検討し，手法の整備を行っ

た 38),39),40)。 
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図 2.1.3-4 第 1 段階の調査結果に基づき構築した地質構造モデル（幌延） 

 

 
図 2.1.3-5 立坑壁面の地質観察結果（幌延） 
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図 2.1.3-6 稚内層浅部（換気立坑深度 250m）で観察される断層沿いの引張割れ目 

 
(3) 移行経路として重要な構造の把握 
 移行経路として重要な構造としては，初生的な構造要因によって形成される粒子間の間隙，層

理面，不整合面，片理面とともに，二次的な構造要因によって形成される不連続構造（割れ目や

断層）が挙げられる 41)。地質観察や坑道を利用したボーリング調査および物理探査などにより，

移行経路となる不連続構造（粒子間の間隙，割れ目，断層など）の分布や発達状況などを調査す

ることにより，第 1 段階の調査研究結果に基づき地質構造モデルの妥当性を確認するとともに，

移行経路として重要な構造の把握に関する技術的知見を整備してきた。 
1) 瑞浪 
 瑞浪では，主要な移行経路となる重要な構造として，断層と透水性割れ目が挙げられる。この

うち，断層については，(2)で述べたように，分布を把握することができ，分布位置の推定精度を

向上させるための課題を抽出した。 
 透水性割れ目については，研究坑道の壁面地質調査によって，実際の湧水割れ目を把握し

た 8), 9) ,16), 42)。また，割れ目を充填する鉱物の種類と産状に基づいて，透水性割れ目を検出する技

術の検討を行った 27)。 
 また，深度 300m 研究アクセス坑道の先行ボーリング（08MI13 号孔）の湧水前後の自然電位

データについて解析を実施し，08MI13 号孔が位置する，主立坑断層の北東側で正の電位変化が

確認された 43)（図 2.1.3-7）。この結果から，湧水箇所に向かう地下水流動に伴う流動電位が発生

したと考えられ，地下水流動に影響する構造の分布を，坑道掘削中の自然電位測定により把握で

きる可能性が示された。 
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図 2.1.3-7 自然電位の変化（上）と立坑湧水量および MIZ-1 号孔の水頭の変化（下） 

（主立坑断層の北東側で正の電位変化が確認され，湧水箇所に向かう地下水流動に伴う流動電位が発生したと考

えられる。） 

 
2) 幌延 
 幌延地域では，主要な移行経路となる重要な構造として，断層や割れ目などの不連続構造が挙

げられている 4)。このうち，地質図に記載されている大曲断層に関しては，地表地質調査，物理

探査（反射法地震探査，AMT 探査）およびボーリング調査による結果を組み合わせることで合

理的な解釈ができることが，第 1 段階の成果として報告されている 4), 44)（図 2.1.3-8，図 2.1.3-9）。 
 より小規模な構造としては，岩盤中の小規模断層・割れ目の発達が挙げられ，(2)で述べたよう

に，その分布や性状を把握することができた。また，これらの断層や割れ目の透水性については，

声問層中に認められる断層・割れ目は主要な水みちとして機能していないこと 29)，稚内層中に認

められる層理面にほぼ平行な断層・割れ目と層理面に高角な断層・割れ目のうち後者の一部が地

下水の主要な水みちとなっていること 30)，ならびに稚内層において発達する層理面に高角な断層

（破砕物を伴うせん断割れ目）とそこから派生した引張割れ目（スプレークラック）が特に高い

透水性を持つこと 31)などの特徴が推定されている。 

 第 2 段階においては，坑道壁面および底盤の地質観察の結果から，声問層の断層・割れ目のほ

とんどが湧水を伴わないことが確認された 32), 33)（図 2.1.3-5）。一方，稚内層中においては，層理

面に高角な断層と断層沿いの割れ目が主要な水みちであることが確認された 34)。また，層理面に
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高角な断層が層理面にほぼ平行な断層に交差する付近の坑道掘削区間において，湧水の一時的な

増加が確認されたことから，それらの断層の交差関係や水みちとしての特徴を確認するため，稚

内層の同様な構造が地表に露出する地点において，断層の交差部を対象とした地表地質観察を実

施した。その結果，これまで水みちとして概念化していなかった層理面に平行な断層についても，

断層交差部においては，層理面にほぼ平行な断層に沿って割れ目帯が形成され，そこに水みちと

推定される産状（割れ目面に沿った酸化帯の形成）が発達していることを確認することができた 35)。 
 また，声問層および稚内層中の断層・割れ目の発達状況とその透水性の違いについては，岩盤

の脆性度の違いを反映していると考えられ 45) ,46) ,47)（図 2.1.3-10），この知見に基づいて対象岩盤

を透水性の異なる岩盤領域に区分することができた 48)（図 2.1.3-11）。この区分の解釈に従えば，

深度 500m 以深の稚内層では引張割れ目を伴う断層が発達しておらず，低透水性の岩盤が広く分

布していることが推定される（図 2.1.3-11）。 
 

 
図 2.1.3-8 反射法地震探査とボーリング調査に基づく大曲断層周辺の構造解釈 

 

 
図 2.1.3-9 AMT 探査とボーリング調査に基づく大曲断層周辺の構造解釈 
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図 2.1.3-10 ボーリング孔における引張割れ目とダクティリティ（∝-1BRI）の分布 45) 

 

 
図 2.1.3-11 地山強度比に基づいた岩盤の領域区分と亀裂の性状／透水性 
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2.1.4 まとめと今後の課題 
 地上からの調査段階において，地質構造の三次元分布を把握するための個別技術や，調査・解

析・評価技術に関わる汎用的な技術的知見を以下にまとめる。 
(1) 対象岩盤の分布と形状の把握 
・地表地質調査，物理探査，ボーリング調査の組み合わせにより，対象岩盤の分布と形状を把握

することが可能となった。（共通） 
・従来は個別に進められてきた調査結果を統合して地質構造モデルを構築するための方法を整備

した。（共通） 
(2) 岩盤の地質学的不均質性の把握 
・地表地質調査，物理探査，ボーリング調査の組み合わせにより，断層の分布や割れ目の頻度な

どを考慮した対象岩盤の地質学的分類が可能になった。（共通） 
・地表地質調査，物理探査，ボーリング調査の組み合わせにより，地質図に記載されていない断

層の方向性や頻度分布を把握することが可能になった。（共通） 
・地下深部における小規模な断層の分布位置について，複数のボーリング調査データによる推定

方法の適用性を示した。（共通） 
・従来のモデルでは明示されなかった，調査の進展にともなう地質環境の理解度や構築した地質

構造モデルの不確実性の表示方法を整備した。（共通） 
(3) 移行経路として重要な構造の把握 
・透水性の異なる岩盤領域を，岩盤の割れ目頻度（瑞浪：結晶質岩）や地山強度比（幌延：堆積

岩）から区分して，モデル化することが可能となった。（共通） 
・対象岩盤に相当する地層・岩体が地表に露出する場合には，断層・割れ目の分布やその透水性

の特徴などの水理地質構造概念の構築に必要な情報を取得できる可能性があることが明らかに

なった。（共通） 
・ボーリング調査以外では把握することが困難であった花崗岩中の断層分布について，前方探査

（逆 VSP 探査）により把握できる可能性を示した。（瑞浪） 
・坑道の壁面観察により，従来は少数の事例が知られているにすぎなかった，岩盤中の割れ目や

断層などの詳細な分布・特性を確認でき，壁面観察の有効性を確認した。（共通） 
・地下水流動に影響する構造の分布を，坑道掘削中の自然電位測定により把握できる可能性を示

した。本手法は，地下水の流動に伴う自然電位（流動電位）の変化を測定・評価することから，

花崗岩の割れ目帯や礫岩層などの透水性の高い構造を対象とした場合に有効であると考えられ

る。（瑞浪） 
 以上のことから，地上から処分パネルの展開に適した岩体の分布，地下深部の断層や物質・地

下水の移行経路となる構造の分布を把握するための調査・評価技術について整備することができ

た。 
今後の課題としては，A2，A3 の課題に対する対応を通じて，割れ目の不均質性や形成プロセ

スの把握に資する知見の蓄積と，それらの調査・評価手法の整備に関する情報を適宜，地上から

の調査技術構築へフィードバックする予定である。 
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2.2 岩盤水理 
2.2.1 はじめに 
 地下水流動特性の初期状態を理解するための岩盤中の水理に関する調査研究では，「地下水流動

特性を適切に理解するために必要な個別技術や，それらを組み合わせた調査・解析・評価技術」

ならびに「施設建設・操業時の地下水流入量を予測するための調査・解析技術」を構築するため

の検討を実施した。この際，以下の地質環境の特性とプロセスに着目した 1)。 
(1) 地下水流動場 
 涵養域から流出域までの地下水流動系の範囲や，地下水の流動状態（移流場／拡散場の違い），

地下水流動の駆動力の種類（水圧差による流動や，密度流，熱対流）といった地下水流動場を把

握することは，着目する地点を通過する地下水流動の特性を評価する上で重要である。この地下

水流動を規定する基本的な要素としては，地形および地質・地質構造が挙げられる。 
(2) 地下水流束分布 
 地下水流束（単位面積当たりの流量）の三次元分布は，透水係数や透水量係数などの岩盤の水

理特性と，地下水流動の駆動力である動水勾配によって規定される。岩盤の水理特性は，断層や

割れ目，岩相の違いに起因した不均質性を有しており，この不均質な水理特性の三次元分布を推

定することが重要である。 
(3) 帯水層中における流束分布 
 帯水層中の流束分布は，希釈効果を把握する上で必要であり，この地下水中の溶質の希釈は，

地下水流動に沿って低透水性の岩盤領域から高透水性の岩盤領域や高透水性構造への移動の際に，

地下水流束が変化することによって生じると考えられる。このことから，希釈効果の観点から，

分布範囲が広くかつ比較的透水性の高い地層や大規模な割れ目帯などの水理特性を把握すること

が重要である。 
(4) 地下空洞への地下水流入量 
 地下空洞への地下水流入量を予測することは，設計や施工計画を策定する上で重要である。特

に，地下調査施設建設に支障を及ぼす程度の地下水流入量が発生する可能性のある場合，その区

間や量を予測するとともに，それを踏まえたグラウチング計画を策定する必要がある。 
 
2.2.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画における岩盤中の水理に関する調査研究では，表 2.2.2-1 に示す技術開発レベ

ルを目標として研究開発を行った。具体的には，研究坑道の掘削に伴う地下水圧や坑道への地下

水流入量の変化に関するデータの取得や，坑道内から掘削したボーリング孔を利用した水理特性

データの取得を行い，その結果に基づき第 1 段階において地上からの調査により推定した地下水

流動特性の初期状態について，推定結果の妥当性を確認した。また，研究坑道掘削に伴う地下水

流入量を予測するために必要な調査の考え方について検討を行った。 
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表 2.2.2-1 地下水流動特性の初期状態に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
2.2.3 実施内容と成果 
(1) 地下水流動場 
 地下水流動場を把握するための調査研究では，研究坑道掘削前の水頭分布の再現性を向上させ

るために，地下水流動場の把握に必要な地下水の涵養域から流出域までを包含する領域における

水理地質構造モデルや，地下水流動解析条件の更新を行った。この地下水流動場を把握するため

の地下水流動解析は，研究坑道周辺領域を対象とした地下水流動解析の境界条件設定に使用され

るものである。 
1) 瑞浪 
 瑞浪では，研究坑道周辺に位置するボーリング孔における水頭値が，そこから 1.5km 程度離れ，

かつ，標高が 50m 程度低い河川水位と同様であることが観察されている。しかしながら，第 1
段階での地下水流動解析では，この低水頭分布を示す領域での解析値と実測値の差が，他の領域

より大きかった 2)。そこで，以下に示す点に着目した水理地質構造モデルや解析条件の更新を実

施し，水頭分布の再現性を向上させることができた。 
・地下水の主流動方向にほぼ直交する月吉断層を含む数 km 程度の長さを有すると想定される大

規模不連続構造の長さや水理特性 
・研究坑道周辺から河川まで連続する水理地質構造要素の水理特性 
・地下水涵養量 
・地下水の流出域と考えられる河川部の側方境界条件 
 更新した水理地質構造モデルおよび解析条件を用いた地下水流動解析によって全水頭分布や動

水勾配分布を推定し，第 1 段階での推定結果との比較を行い，地上からの調査で構築した水理地

質構造モデルや解析条件の妥当性を評価した（図 2.2.3-1）。その結果，大局的な地下水の流動方

向や動水勾配分布は大きな相違がなく，標高の高い領域では涵養傾向，標高の低い河川部や沿岸

部で流出傾向，それ以外はおおむね静水圧分布であると推定した第 1 段階の調査結果が妥当であ

ることが確認できた。 
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図 2.2.3-1 地下水流動解析結果の比較（瑞浪） 

 
2) 幌延 
 第 1 段階で実施した地下水流動解析においては，大曲断層に対する地下水流動の下流側（大曲

断層の西側）に位置するボーリング孔では，解析値と実測値が一致していたものの，上流側（大

曲断層の東側）に位置するボーリング孔では，下流側と比較して解析値と実測値の差が大きかっ

た 3)。この課題を解決するために，以下に示す点に着目した水理地質構造モデルや解析条件の更

新を実施し，水頭分布の再現性を向上させることができた。 
・大曲断層の形状や水理特性 
・大曲断層の連続性 
・地下水涵養量 
 瑞浪の場合と同様に，更新した水理地質構造モデルおよび解析条件を用いた地下水流動解析に

よって全水頭分布や動水勾配分布を推定し，地上からの調査段階での推定結果との比較を行い，

地上からの調査で構築した水理地質構造モデルや解析条件の妥当性を評価した（図 2.2.3-2）。そ

の結果，大局的な地下水の流動方向や水頭分布は大きな相違がなく，第 1 段階の調査結果が妥当

であることが確認できた。 
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(a) 地上からの調査段階 

 
(b) 更新したモデル 

図 2.2.3-2 地下水流動解析結果の比較（幌延） 
 

(2) 地下水の流束分布 
 地下水の流束分布に関するデータを取得するための調査では，地上ならびに坑道内から掘削し

たボーリング孔を利用した水圧応答モニタリングや，坑道内への地下水流入量の計測を実施した。
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水圧応答モニタリングは，直接水圧計測方式もしくはピエゾ水頭計測方式による観測を継続的に

実施した 4),5)。地下水流入量は，研究坑道への総地下水流入量の連続な計測，ならびに立坑への

地下水流入量の深度分布と経時変化を把握するための集水リングごとの地下水流入量計測を実施

した 6)。また，水圧応答モニタリングの補助的な調査として傾斜計を用いた岩盤傾斜量観測も実

施した 7),8),9)。ボーリング孔へのモニタリング装置設置に先立っては，岩盤の水理特性を把握する

ためのボーリング孔を利用した単孔式水理試験などの調査も実施した 10)。この水理試験は，10-12

～10-3m/s といった幅広い透水性を有する岩盤を対象として開発した水理試験技術を適用した。

さらに，地下水流動解析の境界条件設定や，研究坑道掘削に伴う地下水位変化の有無を確認する

ための表層水理（気象要素，河川流量，地下水位，土壌水分）観測も継続的に実施した。 
 地下水流入量計測結果や水圧応答モニタリング結果に基づく地下水流動解析を通じて，岩盤中

の水理特性分布の推定結果を表現したサイトスケールの水理地質構造モデルを更新した。また，

更新した水理地質構造モデルおよび解析条件を用いた地下水流動解析を行い，動水勾配分布や流

束分布，地下水の移行経路などを推定し，地上からの調査段階における地下水流動解析結果との

比較を行い，地上からの調査で構築した水理地質構造モデルや解析条件の妥当性を評価した。 
1) 瑞浪 
 上記の調査・解析に加え，研究坑道内から掘削したボーリング孔を揚水孔とした長期揚水試験

を実施した 11)。 
 調査結果より得られた主な成果および技術的知見を以下に示す。 
・坑道掘削時に透水性の高い水理地質構造要素に遭遇した際に地下水流入量が増加し，その後地

下水流入量が概ね一定になるといった傾向が認められた（図 2.2.3-3）。 
・坑道掘削中の水圧応答や，坑内からのボーリング孔を利用した揚水試験時の水圧応答（水圧変

化量や応答伝搬速度）は，断層によって区分された領域（水理学的コンパートメント）ごとに

異なることが確認された（図 2.2.3-4）。 
・花崗岩中の上部割れ目帯と下部割れ目低密度帯では透水性が異なり，後者は前者に比べて 1 桁

程度透水性が低いことを確認した（10-8m/s オーダー）。 
・地上から掘削したボーリング孔において，10-9～10-8m2/s よりも大きい透水量係数を有する透

水性構造を抽出することが可能であることが確認された電気伝導度検層 12),13)は，坑道内から掘

削したボーリング孔内が高圧状態であり，孔内水の置換が困難であることから適用できなかっ

た。 
・観測を行っている小流域ごとの地下水涵養量は，河川流域の上流部および下流部や表層の地質

状況などの影響による場所的な違いや，流域面積により差異があることを確認した。また，降

水量の違いにより年ごとのばらつきも大きいことが明らかとなった 14)。このことから，多数の

小流域が集合している地下水流動解析領域全体の地下水涵養量を算定するためには，代表的な

広面積の流域（地下水流動解析領域と同規模の流域）における水収支の長期観測が有効である

ことが示された。 
 解析結果より得られた主な成果および技術的知見を以下に示す。 
・水圧モニタリング孔で観測された水圧応答を用いて，水理学的コンパートメントを形成してい

る水理地質構造の水理特性を推定するとともに，研究所用地周辺の水理地質構造の概念化を

行った 15)。また，水理学的コンパートメント内では動水勾配が，その外側より小さくなる傾向

が認められた。 

・割れ目などの透水性構造が卓越している水理地質構造要素については，この透水性構造の分布
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に起因した水理特性の不均質性を考慮して水理地質構造モデルの更新に反映した 16),17),18)（図

2.2.3-5）。また，透水性構造の分布に起因した水理特性の不均質性のモデル化の考え方を構築

した。 

・水理地質構造モデルの更新においては，まずその考え方を作業仮説として整理した（図 2.2.3-6）。
具体的には，不確実性の大きい水理特性のキャリブレーションによる水理地質構造モデルの更

新と，そのモデルを用いた地下水流動解析による地下水流入量や水圧応答の再現性確認を繰り

返し実施することにより，地下水流入量や水圧応答といった異なる調査データを総合的に再現

できる水理地質構造モデルを構築するものである。 
・図 2.2.3-6 で示した作業仮説に基づき水理地質構造モデルの更新を実施した結果，地下水流入

量の変化や水圧応答に関わる実測データを総合的に再現できる水理地質構造モデルを更新する

ことができた（図 2.2.3-7，図 2.2.3-8）。このことから，作業仮説として整理した地下水流入量

計測データや水圧応答モニタリング結果を用いた水理地質構造モデル更新の考え方が妥当であ

り，汎用性を有していることが確認できた。 
・地上からの調査から深度 500m までの調査の進展に伴い水頭分布の実測値と解析値の差を低減

させることができた（図 2.2.3-9）。なお，調査では，地下水流動解析結果に与える影響の大き

い不確実性要因を優先的に調査するといった考え方を適用して展開してきており，このような

調査・解析・評価の考え方の有効性が確認することができた。 
・更新した水理地質構造モデルを用いて，研究坑道掘削に伴う塩化物イオン濃度の変化に着目し

た移流分散解析を実施し，水圧応答のみならず，塩化物イオン濃度の変化傾向を概括的に再現

することができた 19)（図 2.2.3-10）。 
・水理地質構造モデルの更新が地下水流動解析結果に与える影響を検討した結果，平均的な地下

水の流動方向や動水勾配分布，流束分布は，モデルの更新前後で大きな変化は無かった（図

2.2.3-11）が，局所的に違いが認められた。その主な因子としては，モデルごとの断層の水理

特性の設定の違いによるものと考えられる。 
 

 
図 2.2.3-3 坑道への総地下水流入量の経時変化（瑞浪） 
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図 2.2.3-4 坑道掘削に伴う水圧応答（瑞浪） 

 

 
図 2.2.3-5 水理特性の不均質性を考慮した水理地質構造モデル構築の概念 
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図 2.2.3-6 水理地質構造モデル更新の考え方 

 

 
図 2.2.3-7 地下水流入量の実測値と更新したモデルによる解析値の比較（瑞浪） 
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図 2.2.3-8 水圧応答の実測値と更新したモデルによる解析値の比較例（瑞浪） 

 

 
図 2.2.3-9 調査の進展と地下水流動解析による水頭分布の再現性の変遷（瑞浪） 
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図 2.2.3-10 移流分散解析による塩化物イオン濃度の変化（瑞浪） 

 

 
図 2.2.3-11 地下水流動解析結果の比較（瑞浪）  
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2) 幌延 
 調査結果より得られた主な成果および技術的知見を以下に示す。 
・坑道掘削時に透水性の高い水理地質構造要素に遭遇した際に地下水流入量が増加し，その後は

地下水流入量が概ね一定となるという傾向が認められた（図 2.2.3-12）。 
・地層ごとに透水性が大きく異なり，特定の高透水性領域（断層運動に伴って引張割れ目が発達

しやすい領域）で顕著な地下水圧の低下が認められる一方，それ以外の岩盤部の掘削中は顕著

な地下水圧の低下は生じていないことを確認した（図 2.2.3-13）。 
・稚内層浅部においては，層理面に高角な割れ目が断層（破砕物を含むせん断割れ目）として成

長する際に，断層から派生する引張割れ目（スプレークラック）が形成しやすく，これらの断

層・割れ目のネットワークが稚内層浅部の高透水ゾーンを形成していることを確認した 8)。 
・地下水涵養量は，地形や地被条件である植生より，地質や割れ目帯の分布と透水性の影響を強

く反映していることを確認した。また，積雪寒冷地としての特徴として，年間降水量の 40%～

50%は降雪が占めていること，涵養量は融雪が進む 4 月に最大となること，積雪期にも底面融

雪による涵養が行われていることを確認した 20),21)。 
 解析結果より得られた主な成果および技術的知見を以下に示す。 
・水圧モニタリング孔で観測された水圧応答を用いて，研究所用地周辺の水理地質構造に関する

概念モデルを構築した 9)。 

・水理地質構造モデルを更新することにより，地下水流入量の変化や水圧応答に関わる実測デー

タを総合的に再現することができた（図 2.2.3-14，図 2.2.3-15）。 
・地上からの調査から深度 250m までの調査の進展に伴い水頭分布の実測値と解析値の差を低減

させることができた（図 2.2.3-16）。一方で，一定以上のボーリング調査の情報を追加しても，

誤差の低減に与える影響は小さいことも明らかとなった。 
・調査数量の増加により，地下水流動解析による水頭分布の再現性がどのように変化するかにつ

いて検討し，現在の調査解析技術を用いた際の予測精度と，その精度を達成するために必要な

ボーリング孔数について明らかにした。 

・地上からの調査において構築した水理地質構造モデルと，坑道掘削期間中に得られたデータに

より更新した水理地質構造モデルを比較すると，稚内層の区分の考え方や，稚内層中の不連続

構造分布が異なる結果となった（図 2.2.3-17）。具体的には，坑道掘削期間中では，稚内層内を

高角割れ目の発達しやすい浅部と，発達しにくい深部に細分化した。 
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図 2.2.3-12 研究坑道への地下水流入量の経時変化（幌延） 
 

 
図 2.2.3-13 坑道掘削に伴う水圧応答と水理地質構造モデル（幌延）9) 
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図 2.2.3-14 地下水流入量の実測値と更新したモデルによる解析値の比較（幌延） 
 

 
図 2.2.3-15 水圧応答の実測値と更新したモデルによる解析値の比較例（幌延） 
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図 2.2.3-16 調査の進展と地下水流動解析による水頭分布の再現性との相関（幌延）22) 

 

 
図 2.2.3-17 立坑近傍における水理地質構造モデルの比較（幌延） 

（換気立坑を通過する東西鉛直断面） 
 

- 35 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

 (3) 帯水層中などにおける流束分布 
 第 1 段階では，帯水層として想定される水理地質構造要素を抽出した上で，地下水流動解析に

よって，各帯水層中のダルシー流速分布を比較することにより希釈効果を推定した 23),24)。第 2 段

階でも同様に，地下水圧や坑道への地下水流入量の変化に関するデータなどに基づき更新した水

理地質構造モデルを用いた地下水流動解析結果を利用し，第 1 段階と同様に，水理地質構造要素

ごとのダルシー流速分布を算出した。 
 更新した水理地質構造モデルおよび解析条件を用いた地下水流動解析によって水理地質構造要

素ごとのダルシー流速を算出し，第 1 段階での推定結果との比較を行い，地上からの調査で構築

した水理地質構造モデルや解析条件の妥当性を評価した。その結果，瑞浪・幌延ともにそれらの

妥当性が確認できた。 
(4) 地下空洞への地下水流入量 
 地下空洞への地下水流入量を予測するために，水理特性の空間分布の不均質性を表現した水理

地質構造モデルを用いた地下水流動解析を実施した 25)。また，研究坑道の掘削に際しては，瑞浪

および幌延においてパイロットボーリング調査を行い，その結果に基づき，必要に応じて地下水

流入量を抑制するためのグラウチング計画を策定し，実施した 25),26),27),28),29),30),31),32)。 
 瑞浪と幌延における地下水流動解析に基づく地下水流入量の予測結果の概要を以下に示す。 
・高透水性構造と研究坑道が交差する際に，地下水流入量が急増することが予測された。 
・高透水性構造の坑道への出現確率は，高透水性構造の形状（走向・傾斜）の不確実性の影響を

大きく受け，この出現確率が地下水流入量の予測結果に与える影響が大きいことが明らかと

なった。 
 地下水流入量の予測精度を向上させるために実施したパイロットボーリング調査の主な結果を

以下に示す。 
・地下水流入抑制対策を実施する上で重要な地下水流入箇所を特定することができた。 
・地下水流入箇所の地質学的特徴や水理特性を把握することができた。 
・以上の結果に基づき，グラウチング計画を策定し施工した結果，地下水流入量を予測結果と比

較して大幅に低減させることができた。 
 さらに，多量の地下水流入を発生させる可能性のある岩盤の割れ目の存在や形状などの不確実

性に伴う地下空洞への地下水流入量の予測結果のばらつきが，対策工に関わるコスト変動に与え

る影響を評価するとともに，コスト変動を低減させるために有効な調査の進め方について，瑞浪

を事例として検討した 33),34),35),36)（図 2.2.3-18，図 2.2.3-19）。主な結果を以下に示す。 
・坑道に出現する割れ目情報や水理特性を把握することは重要であり，そのためのパイロットボー

リング調査は有効である。 
・坑道への地下水流入は，坑道近傍のみならず周辺の場からの地下水の供給を受けて発生するこ

とから，周辺岩盤中の割れ目の分布や水理特性を把握する必要がある。 
・周辺岩盤中の割れ目の分布や水理特性を効果的に把握するためには，地表地質調査や物理探査

などによって，広い領域を概略的に把握した上で，詳細な情報を必要とする項目を抽出・特定

し，それをボーリング調査によって詳細に把握するといった調査手順によって情報量を蓄積す

ることが有効である。 
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図 2.2.3-18 坑道への地下水流入量を推定するために用いる割れ目ネットワークモデル（瑞浪） 

 

 
図 2.2.3-19 対策工コストに関わるリスクを示したリスクカーブの例 

 
(5) 水理分野全般に関わる実施内容と成果（モデル化・解析ツールの開発） 
 合理的かつ効率的に地質環境特性調査を展開するためには，(1)～(3)で述べたような水理地質構

造モデルの更新や地下水流動解析を迅速に実施する必要がある。このため，データの解釈から水

理地質構造モデルの構築および地下水流動解析までの一連の作業に必要な図化処理ソフトや解析

コードを統合したシステムを構築した（図 2.2.3-20）37)。なお，ここで開発した解析コードは，

岩盤中の地下水流動を現実的に表現するために，多孔質媒体モデルと亀裂ネットワークモデルを

統合したハイブリッド型の浸透流解析コードとした。このシステムを用いることによって，複数

の岩種（花崗岩，堆積岩）や断層が複雑に分布する地域の水理地質構造モデルを，三次元グラフィッ

クスで確認しながら視覚的に構築することが可能となった。また，水理地質構造モデルから地下

水流動解析を行うための離散モデル（解析メッシュ）を自動的に作成することが可能となり，煩

雑な要素分割作業に伴う労力を大幅に削減することが可能となった。特に，複雑な水理地質構造

モデルを構築するとともに，それに基づく地下水流動解析を実施する場合や，感度解析に必要な
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複数のモデルを作成するような場合において，離散モデルの自動構築機能は労力の削減に効果的

であり，数か月単位の作業が，数週間単位で実行可能となった。 
 

 
図 2.2.3-20 効率的な地質環境モデルの構築を支援するためのツール 

 
2.2.4 まとめと今後の課題 
 地上からの調査段階において，地下水流動特性を把握するための個別技術や，調査・解析・評

価技術に関わる汎用的な技術的知見を以下にまとめる。 
(1) 水理分野全般 
・リモートセンシング，地表地質調査，物理探査などの面的に調査できる手法を適用して，広域

地下水流動系に影響を及ぼしている大規模な不連続構造などの水理地質構造を概略的に把握・

概念モデル化した上で，詳細な情報を必要とする項目を抽出し，それらをボーリング調査など

により更に精緻化する（モデルの更新を含む）といった手順の有効性を確認した。 

・調査を展開する際には，当該時点において地下水流動解析結果に与える影響の大きい不確実性

要因を優先的に調査することが合理的であることを確認した。 

・地質環境モデル構築支援ツールを開発し，情報量の増加などに伴うモデルの修正や解析の実行

を短期間で行うことを可能にした。 

・調査の実施や，モデル化・解析に関わる専門家の意思決定に関わるノウハウ・判断根拠などを

ルールベースまたは事例ベースにより表出化することにより，他の技術者の閲覧を可能とし

た 38),39),40)。 

(2) 地下水流動場 
・地下水流動場に影響を与える不連続構造の把握のためには，地下水の主流動方向にほぼ直交す

る断層の水理特性を優先的に調査する必要があることを明らかにした。 
・地下水の主流動方向は地形に支配されており，標高の高い領域では涵養傾向，標高の低い河川

部や沿岸部で流出傾向，それ以外はおおむね静水圧分布であることを確認した。 
(3) 地下水の流束分布 
・地下水の主流動方向とほぼ直交し遮水性を有する断層部においては，その上流側と下流側で異

なる水頭分布を示し，このような水理特性を有する断層で挟まれた領域（水理地質学的コンパー

トメント）の動水勾配は小さくなる傾向であることが明らかとなった。 

・水理地質学的コンパートメントごとに観測孔を配置し，揚水試験や坑道掘削などに伴う地下水

圧応答を観測することによって，水理地質構造の連続性や水理地質学的コンパートメントを形

成している水理地質構造の水理特性を把握することが可能となった。 
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・10-12～10-3m/s といった幅広い透水性を有する岩盤を対象とした水理試験技術を開発し，試験

データの品質を確保した合理的な試験を実施することが可能となった（図2.2.4-1，図2.2.4-2）。
なお，幌延においては，試験中に発生するガスの影響を考慮した技術を付加している。 

・電気伝導度検層の適用性を確認した結果，一般的な流体検層と比較して 2 桁程度低い透水性割

れ目まで抽出することが可能となった（図 2.2.4-3）。瑞浪と幌延では，地下水の水質が異なる

ことから，それに応じた孔内置換水を使用する必要があることが明らかとなった。 
 

 
図 2.2.4-1 試験データの品質を確保して計測可能な水理試験手法（瑞浪） 
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図 2.2.4-2 試験データの品質を確保して取得可能なガスの胚胎層中における 

水理試験手法（幌延）24) 
 

 
図 2.2.4-3 流体検層結果の例（瑞浪） 

 
(4) 帯水層中の流束分布 
・地上からの調査段階において，帯水層中などにおける流束分布を把握するための調査・解析・

評価技術は，地下水の流束分布を把握するための技術と同様であることが明らかとなった。 

(5) 地下空洞への地下水流入量 
・パイロットボーリング孔を用いた調査によって，地下水流入量の予測精度が向上することを確
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認した。 
 今後の地下水流動特性の初期状態を理解するための岩盤中の水理に関する調査研究としては，

処分環境に近い低透水性岩盤中の水理特性の不均質性や地下水流動特性を評価する技術の開発が

課題として挙げられる。具体的には，以下の 2 点について，A2 での研究開発項目として取り組

む予定である。 
・高透水性から低透水性に至る幅広い透水性の割れ目を連続的かつ効率的に調査可能な技術を開

発すること 
・実際の割れ目の性状を考慮した亀裂ネットワークモデル化技術を開発すること 
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2.3 地下水の地球化学特性 
2.3.1 はじめに 
 地下水の地球化学特性については，地下深部での人工バリアの性能や物質移動に関与する重要

なパラメータとして，地下水の水質（塩分濃度），pH，酸化還元状態（酸化還元電位）が挙げら

れ，処分場候補地の選定やその後の地下調査施設建設に関わる意思決定において，これらの地球

化学特性が好ましい条件にあることを確認する必要がある。地下水の水質（塩分濃度），pH，酸

化還元状態（酸化還元電位）については，これらの条件により，地下水中の放射性核種の化学形

や溶解度（濃度）が規定される。また，水質，pH，酸化還元状態は，地下水流動に伴う水質の異

なる複数の地下水の混合，水－鉱物－微生物反応などにより形成されるため，地層の分布や地下

水流動に関わる水理地質構造を踏まえて，その三次元分布を調査することが求められる。そのた

め地上からの調査により，研究坑道掘削前の地球化学特性の初期状態を把握するための調査解析

技術の構築を行った。 
 
2.3.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画においては，第 1 期中期計画において地上からの調査により把握された研究坑

道掘削前の地球化学特性とその分布について，研究坑道掘削時の調査によりその妥当性を確認し，

表 2.3.2-1 に示す達成目標に関わる研究開発を行った。 
 

表 2.3.2-1 地球化学特性の初期状態に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
2.3.3 実施内容と成果 
 瑞浪においては，研究所用地の堆積岩に対して 2 本（MSB-2，4 号孔：深度 100～200m），花

崗岩に対して 1 本のボーリング孔（MIZ-1 号孔：深度約 1,200m）を掘削し，地下水の採水・分

析を行った。また，広域地下水流動研究で掘削された複数のボーリング孔 1)のうち，研究所用地

に近い 2 本のボーリング孔（DH-2 号孔：深度約 500m，DH-15 号孔：深度約 1,000m）の調査

結果も参照して，研究坑道掘削前の地下水の水質分布やその形成機構に関わる調査研究を行った。
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その結果，地下水の水質分布，形成過程について図 2.3.3-1 に示す概念モデルを構築している。

また，地下水の物理化学パラメータ（pH，酸化還元電位）について，中性から弱アルカリ性の

pH であること，酸化還元電位が 0mV 付近から-400mV 付近の弱還元～強還元状態にあることが

明らかになっている。 
第 2 期中期計画では，深度 500m までの研究坑道掘削時に立坑に設置した集水リングでの湧水，

研究坑道の壁面湧水，坑道から掘削した複数のボーリング孔から得られる地下水の分析データと，

地上からのボーリング調査で予測した地下水の水質，pH，酸化還元電位を比較して，その予測の

妥当性を確認することで，地上から地下水の地球化学特性の初期状態を理解するために有効な調

査技術について提示した。 
 

 
図 2.3.3-1 地上からの調査により明らかになった水質分布と構築された地球化学モデル 

（瑞浪）2) 
研究所周辺の地下水の水質は，i) 堆積岩上部，ii) 堆積岩下部および花崗岩浅部，iii) 花崗岩深部の領域に分類で

き，それぞれ，i) Na，Ca，溶存無機炭素，SO4に富む化学組成，ii) 花崗岩深部に比べ低塩分濃度ながら Na，
Ca，Cl に富む化学組成，iii) 高塩分濃度の Na，Cl に富む化学組成であり，水質の空間分布は，これらの地下水

の混合により形成されている。 
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 幌延では，地表より掘削した 11 本の深層ボーリング孔（HDB-1 号孔～11 号孔，掘削長：約

500m～1,000m）において採水・分析を行うとともに，取得したボーリングコアより間隙水を抽

出し，分析した。また，産業技術総合研究所，電力中央研究所との共同研究により掘削したボー

リング孔（HCD-1 孔：掘削長約 300m，SAB-1 孔：掘削長約 500m）においても同様に採水・分

析を実施し，地下水の水質分布や形成機構に関する調査を行った。その結果，図 2.3.3-2 に示す

地下水の水質分布を把握した。また，その形成機構については，堆積時に地層内に取り込まれた

海水が長期的な滞留により変質（化石海水化）するとともに，地層（珪藻質泥岩）の埋没・圧密

続成作用に伴うシリカ鉱物からの脱水や地表から浸透する天水との混合により塩分濃度が希釈さ

れ，現在の地下水水質が形成されていると推察されている 3)。また，地下水の物理化学パラメー

タ（pH，酸化還元電位）については，弱アルカリ性の pH であること，酸化還元電位が約-100mV
（深度 500～550m）であることが示されている 4)。 
 第 2 期中期計画では，深度 350m までの研究坑道掘削時に立坑に設置した集水リング，坑道か

ら掘削した複数のボーリング孔から得られる地下水の分析データと，地上から予測した地下水水

質，pH，酸化還元電位を比較して，その妥当性を確認することで，地上から地下水の地球化学特

性の初期状態を理解するために有効な調査技術について提示した。 
 

 
図 2.3.3-2 地上からの調査により明らかになった水質分布と構築された地球化学モデル（幌延） 
幌延地域の地下水は主に地層堆積時に取り込まれた海水が変質した化石海水であり，その化石海水と続成作用に

よりシリカ鉱物から脱水した水および天水との混合により水質が形成されている。 

 
(1) 地下水の水質分布（塩分濃度分布）の把握 
1) 瑞浪 
 深度 500m までの研究坑道掘削時に立坑に設置した集水リングから得られる地下水データを利

用し，地下水中の主要な溶存成分であり，かつセメントなどの人工材料の影響を受けにくい代表

的な成分である Cl 濃度について，地上からの調査時に得られた水質の空間分布と比較した。集

水リングから得られる地下水は，坑道掘削時の相対的深部地下水の湧昇（upconing）の影響を受

けるため，時間とともにその水質が変化する（詳細は，3.3 節参照）。そのため，掘削直後の水質

データを利用して比較を行った（図 2.3.3-3）。その結果，Cl 濃度は研究坑道掘削前の調査で得ら

れた濃度とほぼ同等であり，水質の深度分布を理解するために利用した地上からの調査技術は有

効と考えられる。これらの具体的な調査技術については三枝ほか（2007）5)に詳述があり，そち

らを参照されたい。また，特定の地質構造（涵養域と流出域の間にある月吉断層，研究所用地の
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瑞浪層群中の低透水層，研究所用地周辺の花崗岩の上部割れ目帯／下部割れ目低密度帯など）を

境にして，地下水の水質型・塩分濃度分布が異なることが確認され，これまでの研究により得ら

れた地質環境に関わる重要な知見として挙げられる。地上からの地球化学特性の調査においては，

これらの地質構造の三次元分布を踏まえて，ボーリング孔の配置などを検討する必要がある。 
 

 
図 2.3.3-3 地上からの調査と研究坑道掘削時に確認された Cl 濃度（瑞浪） 

 
2) 幌延 
 深度 350m までの研究坑道掘削時に立坑に設置した集水リングおよび坑道から掘削した複数の

ボーリング孔から得られる地下水データを利用し，地上からの調査時に得られた地下水の塩分濃

度分布との比較を行った。その結果，透水性の低い領域においては研究坑道掘削以前に得られた

塩分濃度と同程度であり，塩分濃度分布を把握するために地上からの調査において適用した手法

が適切であったことが示された 6)。また，坑道内における人工材料などの影響を排除しつつ地上

からの調査結果と坑道内において得られた水質データを比較する手法として多変量解析が有効で

あることを示した。透水性の高い領域においては，研究坑道掘削以後に水質が変化する可能性が

あるため，地上からの調査段階では透水性や地質構造に応じた水質分布の把握が重要であること

を示した 6)。 
 また，地表における電気探査やボーリング孔での電気伝導度検層などで得られる比抵抗特性は，

地下水の塩分濃度を反映している可能性があるため，これらの調査結果に基づいた地下水の塩分

濃度分布推定の有効性を示した（図 2.3.3-4）。これら物理探査手法を地下水水質の推定に利用可

能な場合，ボーリング孔からの採水や間隙水の抽出による調査に加えて，ボーリング孔間の水質

分布を補間的に推察できる点が大きな利点となる。物理探査手法により地下水の塩分濃度分布を

把握可能な地質環境の条件としては，岩盤の電気伝導度（バックグランド）と間隙水の電気伝導

度に有意な差があることや，対象とする領域における岩盤の電気伝導度特性が均質であり，概ね

一定の範囲に分布すること，間隙水の電気伝導度が物理探査手法により検出できる範囲であるこ
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となどが挙げられる。なお，一般的に地上からの電気探査で比抵抗特性の推察が可能な深度は

200m 程度と考えられている。 
 

 
図 2.3.3-4 地上における電気探査とボーリング孔での比抵抗検層（上） 
および採水調査により得られた地下水の塩分濃度分布（下）（幌延） 

 
(2) 地下水の pH・酸化還元電位の把握 
 地上からのボーリング調査においては，原位置に物理化学パラメータ（温度，pH，酸化還元電

位など）の計測機器を挿入し，長期モニタリングを行うことでその値を取得することができる。

また，採取した地下水の化学組成に基づいて理論的に酸化還元電位を推定することができる 7)。

しかしながら，現実的には予算や調査工程および環境条件（地下水の揚水可能量など）の制約か

ら，安定した測定値を得る前に調査を終了せざるを得ない場合があり，多数の観測点で三次元的

にその分布を把握することは困難である。また，データの品質が低いことも課題として挙げられ

ている 5)。更に，図 2.3.3-5 に示すように，ボーリング調査時に掘削水に含まれる溶存鉄などが沈

殿，孔壁に付着し酸化還元電位制限固相になることがあり 8)，このような場合，人為的に変化し

た酸化還元電位を測定している可能性を否定できないといった問題がある。 
 坑道からの調査においては，任意の方向に観測孔を掘削することができるため，三次元的な観

測レイアウトを容易に設定できるとともに，岩盤と坑道間の水圧差を利用して継続して地下水を

物理化学パラメータ計測機器に流し，長期的に自動で計測することができる。また，観測区間内

の地下水の入れ替わりにより人為的に生成した二次鉱物が排出され易いという利点がある。 
 第 2 期中期計画においては，研究坑道掘削後に坑道から掘削されたボーリング孔において，坑

道周辺のセメント材料に接していない地下水の pH，酸化還元電位を測定し，地上からの調査結

果と比較するとともに熱力学解析を行いその信頼性を確認することで pH，酸化還元電位調査方

法の評価を行った。また，地上から掘削したボーリング孔において長期的な観測を行うことで，

掘削時の人為由来物質による pH，酸化還元電位への影響について確認を行った。 
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図 2.3.3-5 ボーリング孔掘削後孔壁に形成された鉄化合物の被膜 

（左：掘削直後，右：被膜生成後）（瑞浪） 
 
1) 瑞浪 
 地上からの調査と研究坑道において得られた pH，酸化還元電位を図 2.3.3-6 に示す。地上から

の調査では研究所用地における地下水の pH は 8～9 の弱アルカリ性と求められており 5)，深度

200～500m の研究坑道から掘削されたボーリング孔においても地下水の pH は 8～9 の範囲と求

められ，地上からの調査結果の妥当性が確認された。なお，地下水の pH は主に炭酸水素イオン

（HCO3）濃度に応じて方解石（Calcite）との反応平衡線付近にプロットされ，炭酸塩鉱物によ

る緩衝反応が pH に関わる主要プロセスと考えられている 9)。 
 酸化還元電位については広域地下水流動研究におけるボーリング調査で，瑞浪超深地層研究所

周辺に分布する Na-[Ca]-Cl 型地下水とは異なる Na-[Ca]-HCO3 型地下水について，深度 200m
付近で約 0mV，深度約 500m 以深で-280～-385mV と測定されている（核燃料サイクル開発機構, 
1999）。また，Na-[Ca]-Cl 型地下水については，瑞浪超深地層研究所用地の MIZ-1 号孔および広

域地下水流動研究で掘削された DH-15 号孔において，0～-300mV 程度と求められている。なお，

地上からのボーリング調査においては，ボーリング孔掘削後，各深度で水理試験（揚水試験）時

に酸化還元電位をフローセル式電極により測定する手法とボーリング掘削時に掘削を一時中断し

て揚水試験を行いその過程で酸化還元電位を測定する手法がある。前者の手法においては，工期

が短縮でき多深度で水理特性データを取得できるものの，ボーリング孔内水が岩盤の高透水性部

に侵入し，揚水試験時に得られる地下水の地球化学特性データの品質が低下する。後者の手法に

おいては，より長期の工期を要し調査数量が少なくなるが，ボーリング孔内水の岩盤への侵入が

少ないため，汚染の少ない地球化学特性データを得ることができる。 
 各深度の研究坑道で確認された酸化還元電位は，深度 200m，300m では地上からの調査の値

とほぼ一致しているものの，深度 400m，500m においては，地上からの調査結果と一致せず，

より還元的な値が得られている。この理由として，地上からのボーリング調査で測定された深度

200m 以深のデータは，主にボーリング掘削後の揚水試験時に得られており，掘削水による汚染

が完全に排除されていない地下水を含む予察的な値である 2)ことが挙げられる。地上からの調査

時に信頼性の高い酸化還元電位を得るためには，ボーリング掘削時に掘削を一時中断して汚染の

少ない地下水を対象として調査することが不可欠と考えられる。 
 pH，酸化還元電位の測定値は，図 2.3.3-6 の相図において鉄の化学種の酸化還元反応の平衡線

付近に位置しており，これらの反応が酸化還元電位に関わる主要反応であると推察される。この
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結果は，既往の調査研究 7)と整合的である。なお，二価鉄イオンと鉄水酸化物の酸化還元反応の

平衡線付近と，二価鉄イオンと黄鉄鉱の酸化還元反応の平衡線の中間にプロットされる地下水に

ついては，相対的に酸化的な反応系から還元的な反応系への移行過程を示している可能性がある

8)。第 2 期中期計画中に研究坑道において取得された酸化還元電位は，地上からの調査で不十分

であった酸化還元電位の情報を補完するものであり，特に，広域地下水流動研究において情報の

無かった深度 300m から 500m にかけて，酸化還元電位の深度分布を把握することができた。 
 掘削時の人為由来物質の汚染による pH，酸化還元電位への影響については，研究所用地内に

掘削された MIZ-1 号孔において定期的に観測を行い確認した（図 2.3.3-7）。同孔では，ボーリン

グ孔掘削直後の 2005 年に弱アルカリ性，還元状態（pH8，Eh-300mV 付近）の地下水が得られ

ている。その後の観測では，ボーリング孔壁に鉄化合物の被膜が確認されており，2008 年，2009
年，2011 年と相対的に酸化的な酸化還元電位が観測され，2012 年に 2005 年と同様の還元的な

値が得られている。2008～2011 年の複数回にわたる採水調査では総計 30,000L 近い地下水が排

水されており，長期的な排水に伴い観測区間内の人為由来の鉄化合物の量が減少し，酸化還元電

位が当初の状態に回復している可能性がある。また，鉄化合物の生成プロセスについては不明な

点が多いが，ボーリング孔掘削時に使用するドリルビットやケーシングの削剥に由来する鉄成分

が還元的な地下水と接触することにより還元され，物性が変化して孔壁に付着し易くなっている

可能性がある。このプロセスの解明，鉄化合物の生成防止・除去方法の開発は今後の課題として

残されている。 
 

 
図 2.3.3-6 地上からの調査と研究坑道で得られた地下水の pH，酸化還元電位（瑞浪） 
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図 2.3.3-7 MIZ-1 号孔の区間 9（掘削深度約 1,150m）での揚水に伴う 

物理化学パラメータの変化（瑞浪） 
 
2) 幌延 
 地上からの調査と地下坑道からの調査により得られた pH，酸化還元電位を図 2.3.3-8 に示す。

pH については，地下水中の pH と炭酸ガス分圧の相関において，方解石を想定した相関線上に

実測値がプロットされることから，方解石の溶解沈殿反応が支配要因であることを示した 4)。ま

た，地上からのボーリング孔を利用して，原位置（深度約 500m）の地下水の pH と地上に地下

水を揚水した際の pH を測定することにより，炭酸ガスの脱ガスによる pH の変化について検討

を行った。その結果，地上では原位置の pH と比較して約 0.4 の pH 上昇が生じるものの，脱ガ

ス量を測定し，原位置の圧力に対して炭酸ガス分圧を補正することで原位置の地下水の pH を推

定する手法を提示した 4),10)。酸化還元電位については，地上から掘削されたボーリング孔を利用

して測定した結果（図 2.3.3-8(a)），深度約 500m 付近では硫酸イオンと硫化鉄および黄鉄鉱との

酸化還元平衡線（図中の線 2)および 3)）付近にプロットされ，深度約 600m 付近では，硫酸イオ

ンと硫化水素イオンの酸化還元平衡線（図中の線 1)）付近にプロットされる。これらと深度は異

なるが深度 140m 研究坑道での測定においても（図 2.3.3-8(b)），酸化還元電位が重炭酸鉄イオン

と黄鉄鉱および硫酸イオンと黄鉄鉱の酸化還元平衡線近くにプロットされるため，これらの酸化

還元反応が幌延地域の堆積岩中の主要な酸化還元プロセスであると考えられた 3),6),10)。 
 

- 51 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

 
図 2.3.3-8 地上および研究坑道で得られた地下水の pH，酸化還元電位（幌延） 

（(a)：岩月ほか, 2009 4)；(b)：天野ほか, 2012 6)） 
 
(3) 地下水の滞留時間の把握 
 同位体比など地球化学的手法で推測される地下水の滞留時間は，水理学的に推測される地下水

流動状態を検証するための強力な手段になるものであり，第 2 期中期計画においても第 1 期中期

計画に引き続き検討を行い，従来，適用可能範囲が不明確であった様々な化学的指標（14C 濃度，

36Cl/Cl 比，4He 濃度，37Cl など）に基づく地下水の滞留時間推定手法について 11)，水理地質条件

（結晶質岩，堆積岩，長期滞留領域など）に応じた有効手法と適用範囲を明示した。 
1) 瑞浪 
 地上からの調査段階で深部地下水中の溶存無機炭素濃度が低く，一般的に用いられる放射性炭

素（14C）濃度に基づく地下水年代の推定が困難であることが示されている 2)。そのため，新たな

手法として溶存有機炭素中の 14C を利用した地下水年代推定手法について検討を行った 12)また，

研究坑道掘削時の表層水の地下深部への浸透について，地下水中のフロンガスやトリチウム濃度

に基づく調査手法の検討を行った（3.3 節参照）。その結果，地下水中の溶存有機炭素とボーリン

グ調査時に使用されることの多い人為由来有機物（蛍光トレーサー）の化学的分離方法と分離さ

れた溶存有機炭素中の 14C を利用した地下水年代推定手法を構築している 12)。 
2) 幌延 
 放射性塩素（36Cl），ヘリウム（4He），放射性ヨウ素（129I）による地下水年代の推定手法の検

討を行った（図 2.3.3-9）。これらの結果，幌延地域に存在する地下水は，地層堆積時に取り込ま

れた海水が変質するとともに，天水との混合により形成されている地下水であり，天水の影響が

少ない深部では地層の堆積年代と同程度の年代を持った地下水が滞留していることを示唆してい

る。また，各対象元素について，例えばヘリウムの場合には採取時の脱ガスの影響を補正する必

要があることなど，利用時の注意点についても整理を行った 13),14)。 
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図 2.3.3-9 幌延地域の地下水を対象とした 36Cl および 4He による地下水年代測定結果と 

δ18O，δD から想定される地下水の水質形成プロセス 
 
2.3.4 まとめと今後の課題 
(1) 地下水の水質分布（塩分濃度分布）の把握 
 地上から地下水水質の三次元分布を理解するためのボーリング孔配置方法や観測方法について，

以下のような技術的な知見・ノウハウが得られた。 
・地下水の水質分布に影響を与え得る地質構造として，礫岩層，断層，不整合面，割れ目帯が挙

げられる。これらの地質構造が認められる場合は，その両側（上下）で水質を確認する。また，

これらの地質構造が認められない場合においても，顕著に水理特性が異なる領域については，

水質の確認が必要である。 
・施設建設時の周辺環境の擾乱範囲，程度は，透水性の異なる上記地質構造に囲まれた領域（水

理地質学的コンパートメント：以下，コンパートメント）ごとに異なる可能性があるため，コ

ンパートメント毎にモニタリング孔を配置するなど，コンパートメントに注目したモニタリン

グ孔のレイアウトが望ましい。また，配置したモニタリング孔を利用した長期揚水試験（孔間

水理試験）を実施し，コンパートメント間の水圧応答に基づいて上述の水理地質構造の透水性

および連続性・連結性に関わる予備情報を取得しておくことにより，坑道掘削時の水理・化学

的擾乱の少ない坑道レイアウトを検討することができる。 
・上記の孔間水理試験において水圧応答が認められた観測区間，研究坑道に達する可能性のある

地質構造を含むボーリング孔を長期モニタリング孔として活用する。 
・塩水系地下水が分布している場合，水質の空間分布を電気・電磁探査に基づいて推定できる可

能性があるため，ボーリング孔での採水調査結果と合せた水質分布に関する検討が有効である。 
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(2) 地下水の pH・酸化還元電位の把握 
 地上から地下水の pH，酸化還元電位を理解するための調査方法について，以下のような技術

的な知見・ノウハウが得られた。 
・地下水の物理化学パラメータの測定については，ボーリング調査時の擾乱により，人為的な酸

化還元電位制限固相が孔壁に付着することがあるため，ボアホールテレビなどによりボーリン

グ孔壁を随時確認する必要がある。また，信頼性の高いデータを取得するため，長期的なモニ

タリングも必要となる。 
・地上からの酸化還元電位の調査においては，阻害要因が多く（掘削水の残留や人為的な酸化還

元制限固相の生成など）予察的な情報の取得に留まる可能性が高い。そのため，地上からの調

査結果は坑道からの調査により補完する必要がある。また，酸化還元電位の測定においては，

測定電極の応答性が重要であり，複数の電極による測定と熱力学的な理論解析に基づく検証が

不可欠である。 
・pH，酸化還元電位調査時には，地下水の pH，酸化還元電位が炭酸塩鉱物，含鉄・含硫黄鉱物

の水－鉱物緩衝反応により形成されている可能性について予察を行う。 
(3) 地下水の滞留時間の把握 
 地上から地下水の滞留時間を理解するための調査方法について，以下のような技術的な知見・

ノウハウが得られた。 
・ピストン流が想定可能な均質な多孔質媒体の堆積岩においては，3H や 14C など天然放射性元素

を利用する。表層水の引き込みなどが想定される場合は，フロンガスが有効な指標となる。 
・海水・古海水があり地下水流動の不動領域が予想される環境においては，36Cl，4He，酸素同位

体シフトなどが有効な指標になる。 
・岩盤中に有機物を含まない割れ目媒体の花崗岩においては，溶存有機物の 14C が有効な指標に

なる。 
 以上の地上からの調査解析により地下水の地球化学特性を評価し，地球化学モデルを構築する

ための一連の手順については，図 2.3.4-1 のように整理できる 15)。なお，これらについては，エ

キスパートシステムとして利用可能としている。 
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図 2.3.4-1 地上から地下水の地球化学特性の初期状態を理解するための調査解析手順 
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 地上から地下水の地球化学特性を理解するための調査解析技術はほぼ構築できており，今後，

施設閉鎖に関わる知見を地上からの調査へフィードバックすることで，調査技術開発を完了する

ことができる。具体的には，施設閉鎖に関わるモニタリングの知見を地表調査時のモニタリング

孔配置計画にフィードバックすることが課題である。また，地下水の年代推定手法について，瑞

浪，幌延地域とは異なった地質環境条件での研究事例を蓄積し，それらの環境への応用を例示す

ることで，より広い適用範囲を提示できる可能性がある。 
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2.4 岩盤力学 
2.4.1 はじめに 
 岩盤の力学特性や初期応力状態は，地下調査施設の設計・建設に必須の情報であるとともに，

人工バリアの外側条件となり，安全評価を行ううえで重要となる坑道掘削の影響を受けた領域（掘

削影響領域）の広がりや特性の主たる要因であることが知られている。対象となる岩盤の力学特

性や初期応力状態を把握するために，第 1 段階においてはボーリング調査やコアを用いた試験を

実施し，研究坑道掘削前の初期状態を把握することが求められる。研究坑道の掘削を伴う研究段

階（第 2 段階）では，坑道内からの調査に基づき，第 1 段階の予測結果を確認・検証していくと

ともに，坑道周辺のより詳細な情報を取得することが重要である。岩盤力学に関する調査研究で

は，地下空洞周辺の力学・水理状態の把握という個別目標に対して，以下の 4 つの課題を設定し

ている。 
・応力場の把握 
・岩盤の物理・力学特性の把握 
・地温勾配分布の把握 
・岩盤の熱特性の把握 
 
2.4.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画においては，坑道掘削の進展（瑞浪では深度 500m，幌延では深度 350m）に

伴い坑道内からの調査を実施し，応力場ならびに岩盤の物理・力学特性を把握するとともに，第

1 段階の予測結果を確認・検証することにより，第 1 段階で適用した調査・モデル化・解析手法

の適用性を確認することが目標である。表 2.4.2-1 に，第 2 期中期計画における岩盤力学に関す

る調査研究の反映先，目標とする技術開発レベルおよび必要な研究開発項目を示す。なお，地温

勾配と熱特性については，第 1 段階でのデータ取得を中心に実施してきた。 
 

表 2.4.2-1 地下空洞周辺の力学・水理状態に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
2.4.3 実施内容と成果 
(1) 応力場の把握 
1) 瑞浪 
 第 1 段階では，地表から掘削した MIZ-1 号孔における水圧破砕法による初期応力測定ならびに

コアを用いた初期応力測定（AE/DRA 法，ASR 法，DSCA 法）を実施し，岩盤の初期応力の深

度分布を把握するとともに，これらの結果に基づき，岩盤力学モデルを構築した 1)。第 2 段階に

おいては，円錐孔底ひずみ法による初期応力測定を各深度の水平坑道において実施して 3 次元応

力状態を把握するとともに，第 1 段階の測定結果と比較し，予測結果の妥当性を確認した。あわ
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せて岩盤力学モデルを更新した 2),3),4),5)。また，数値解析を用いて広域応力場を推定する手法の開

発を行った。得られた成果は以下のとおりである。 
・地表から掘削した MIZ-1 号孔における水圧破砕試験の結果，水平面内の最大主応力は NW－SE

方向を示し，広域的に推定される応力場と整合的である。水平面内の主応力方向と鉛直応力と

の大小関係を評価すると，深度 400m 以浅では逆断層型，深度 600m 以深では正断層・横ずれ

断層型となる応力場であることが示された 1)。 
・深度 100m，200m，300m の研究坑道で実施した円錐孔底ひずみ法による初期応力測定の結

果，水平面内の最大主応力の方向は概ね NW－SE 方向を示し，第 1 段階で実施した水圧破砕

法による初期応力測定の結果と整合的であった。応力値についても同様の傾向を示した（図

2.4.3-1）2),3),4),6)。 
・個別要素技術の適用性については，高剛性型の水圧破砕試験装置を適用し，主応力値の算出に

あたっての品質について検討するとともに 7)，円錐孔底ひずみ法についてはボーリング孔内の

湧水に対処する装置を適用し，その有効性を示した 8)（図 2.4.3-2）。研究開発段階と評価され

ているコアを用いた初期応力測定法（DSCA 法）について，原位置応力測定法との結果を比較

し，手法の有効性を確認した 9)。 
・初期応力の実測値を入力値とする有限要素法などの逆解析を行って広域ひずみや広域応力を算

出し，次にこれらを境界条件とした順解析を行うことで任意の場所における応力値を導く解析

手法を開発した 10),11),12),13)。研究所用地における初期応力値を算出した結果と実測結果を比較

したところ整合的であったことから，本手法の適用性が示された 14)（図 2.4.3-1）。 
 

  
図 2.4.3-1 初期応力の深度分布（瑞浪） 図 2.4.3-2 円錐孔底ひずみ法の湧水抑制対策 

 
2) 幌延 
 幌延深地層研究所の深度 140m の調査坑道の 2 カ所，深度 250m の調査坑道の 3 カ所，深度

350m の調査坑道の 2 カ所にて，水圧破砕法による初期応力の測定を実施した（図 2.4.3-3）。水

圧破砕法による初期応力の測定では，方向の異なる 3 本のボーリング孔を利用し，三次元の初期

応力の方向と大きさを測定した。測定には，高剛性水圧破砕システムを導入し，算出される応力

値の精度向上を図った。これまでに，140m および 250m 調査坑道で得られた測定結果に基づい

て，地上からのボーリング調査で得られた初期応力の方向と大きさを評価した。得られた成果は，

以下のとおりである。 
・140m 調査坑道で実施した初期応力測定の結果（図 2.4.3-4(a)）では，2 つの地点ともに，各主
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応力の方向および大きさともに概ね一致し，3 つの主応力の 1 つが概ね鉛直下向きを示した 15)。 
・声問層と稚内層の地層境界付近に施工された 250m 調査坑道で実施した初期応力測定の結果（図

2.4.3-4(b)）では，各地点にて，各主応力の方向および大きさともにばらつきが認められた。ま

た，主応力の方向については，最も下向きを示す主応力の方向は，鉛直方向から最大で 40°程
度傾いた結果を得た 15)。 

・350m 調査坑道のポンプ座では，主応力軸が鉛直から 45°ほど傾いており 16)，東周回坑道では，

主応力の一つはほぼ鉛直であり，最大主応力と中間主応力がほぼ同じ値を示した（図 2.4.3-4(c)）。
主応力値に着目すると，第 1 段階で予測された値である，最大主応力約 7.3MPa，中間主応力

約 5.6MPa，最小主応力約 5.1MPa と比較して，小さい結果であった。 
・水平面内の主応力の大きさに着目する（図 2.4.3-5）と，坑道内での測定結果は，地上からのボー

リング調査での結果に比べて，水平面内最大主応力は約 0.4～0.9 倍，水平面内最小主応力は約

0.5～0.6 倍となった 15)。 
・水平面内の最大主応力の方向については，地上からのボーリング調査では東西方向であったが，

坑道内での調査結果では北東および北西の方向であった 15)（図 2.4.3-6）。 
・地上からのボーリング調査結果に対して坑道内での調査結果において，主応力の大きさが小さ

く測定される主な原因の一つは，研究坑道の掘削に伴って岩盤内の間隙水圧が低下し，水圧破

砕法で測定する初期応力の全応力が低下するためと考えらえる 16)。 
・幌延地域のように地層が褶曲し，岩盤の力学的な物性が変化する地層境界の付近においては，

主応力の一つの方向は，鉛直方向から傾いている可能性がある。したがって，そのような場に

て，地上からのボーリング調査において鉛直のボーリング孔で初期応力を測定する場合は，ボー

リング孔内のボアホールブレークアウトの分析やボーリングコアを用いた方法などによって，

主応力の方向を総合的に評価する必要がある 15),16)。 
・なお，複数の手法により算出される地圧結果を比較するために，円錐孔底ひずみ法も実施した

が，多くの測定箇所においてボーリング孔底にゲージを貼り付ける際に，孔底からの地下水の

染み出しにより，接着剤を用いてゲージを貼り付けることが困難であることから，信頼性に足

る地圧測定値を得ることができなかった。 
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(a) 140m 調査坑道 (b) 250m 調査坑道 

 
(c) 350m 調査坑道 

図 2.4.3-3 初期応力測定の位置（幌延） 
図中の◯は測定実施場所を示し，色は図 2.4.3-4 および 2.4.3-5 の色に対応する 
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(a) 140m 調査坑道 (b) 250m 調査坑道 

 
(c) 350m 調査坑道 

図 2.4.3-4 初期応力の測定結果（ウルフネット・下半球投影）（幌延） 
 

 

図 2.4.3-5 水平面内における最大・最小主応力の深度分布（幌延） 
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図 2.4.3-6 水平面内における最大主応力の方向（幌延） 

 
 瑞浪および幌延で適用した初期応力測定技術やモデル化・解析技術については，対象とした岩

盤は硬岩と軟岩という違いがあり，例えばボーリング孔の孔壁が保持できる場合とできない場合

では，適用できる手法が限定される。孔壁が保持できない場合は水圧破砕法を適用することは困

難であるし，弾性論を仮定としている応力解放法の適用も困難である。孔壁が保持されない場合

はボアホールブレイクアウトの観察により，主応力の方向を推定することが可能である。また，

幌延においては円錐孔底ひずみ法のゲージの接着が難しいために実施が困難であるなど，適用に

際して注意すべき点はあるものの，多くの岩種に適用できる汎用的な技術と言える。 
 
(2) 岩盤の物理・力学特性の把握 
1) 瑞浪 
 第 1 段階では，地表から掘削した MIZ-1 号孔のコアを用いた室内物理・力学試験（一軸圧縮試

験，三軸圧縮試験，圧裂引張試験など）を実施し，岩盤の物理・力学特性の深度分布を把握する

とともに（図 2.4.3-7），これらの結果に基づき，岩盤力学モデルを構築した 1)。第 2 段階におい

ては，各深度の水平坑道において掘削されたボーリング孔のコアや立坑掘削のズリを用いた室内

物理・力学試験を実施し，岩盤力学モデルを更新した 2),3),4),5)。得られた成果は以下のとおりであ

る。 
・第 2 段階で得られた物理・力学特性は，第 1 段階の MIZ-1 号孔のデータと概ね整合的であり，

岩盤等級に対応した硬軟になっているなど，地質状況に対応した物性値となっていることが示

唆される。 
・岩盤力学モデルでは，物性値の取りうる範囲を更新した（図 2.4.3-8）。また，第 2 次取りまと

め 17)において検討された岩盤物性の統計量と第 1段階調査と第 2段階調査で得られた土岐花崗

岩の岩盤物性の統計量との対比を実施し，P 波速度と一軸圧縮強度などの一部の物性は第 2 段

階のデータが小さい傾向を示したが，ほとんどの物性については深度方向に概ね一様に分布す
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るなどの相違点と類似点を整理した 4)。 
 

 
図 2.4.3-7 物理・力学特性の深度分布（瑞浪） 

 

 
図 2.4.3-8 岩盤力学モデル（瑞浪） 
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2) 幌延 
 深度 250m と 350m の調査坑道のそれぞれ 1 か所にて，ロックせん断試験と平板載荷試験を実

施し，幌延地域に分布する珪藻質泥岩（声問層）と珪質泥岩（稚内層）の原位置の岩盤物性を調

査した（図 2.4.3-9）。試験箇所については，坑道掘削時に実施した切羽および側壁の地質観察結

果と底盤の弾性波探査および地質観察結果に基づいて，深度 250m および 350m の代表的な岩級

が分布する箇所を選定した。ロックせん断試験では，調査坑道の底盤に，幅 600mm，奥行 600mm，

高さ 300mm の岩石供試体を切り出して，垂直荷重とせん断荷重をかけ，供試体を破壊させるこ

とにより，岩盤の粘着力と内部摩擦角を求めた。平板載荷試験では，直径 600mm の剛な載荷板

を用いて，調査坑道の底盤に載荷することにより，岩盤の変形係数と弾性係数を求めた。これら

の原位置調査結果に基づいて，地上からのボーリング調査結果に基づいて設定した岩盤物性値を

評価し，設定方法の妥当性を検討した。得られた成果は，以下のとおりである。 
・平板載荷試験結果（図 2.4.3-10）においては，250m 調査坑道の結果では，岩盤の変形係数と

弾性係数は，地上からのボーリング調査結果と概ね同程度の値であった。また，350m 調査坑

道の結果では，岩盤の変形係数と弾性係数は，地上からのボーリング調査結果と比べて，やや

大きい値であった。これらの結果に基づくと，研究坑道の設計の観点からは，地上からのボー

リング調査に基づく岩盤の変形特性の予測は，概ね適当であった 18)。 
・ロックせん断試験（図 2.4.3-11）においては，250m 調査坑道の結果では，原位置岩盤の破壊

点は，垂直応力が相対的に低い領域では設計基準線に，垂直応力が高い領域ではインタクトな

岩石の基準線に漸近した。350m 調査坑道の結果では，すべての試験が，設計基準に漸近した。

以上から，原位置試験結果は，概ね事前に予測した岩盤の破壊規準の範囲にあり，研究坑道の

設計の観点からは，事前予測の基準線は概ね適切であった 18)。 
 

 
(a) 250m 調査坑道 (b) 350m 調査坑道 

図 2.4.3-9 原位置岩盤試験の位置（幌延） 
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(a) 250m 調査坑道 

 
(b) 350m 調査坑道 

図 2.4.3-10 平板載荷試験の結果（幌延） 
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(a) 250m 調査坑道 (b) 350m 調査坑道 

図 2.4.3-11 ロックせん断試験の結果（幌延） 
 

 岩盤の物理・力学特性に関する調査手法，モデル化・解析技術については，初期応力と同様に，

ほとんど全ての岩種に適用できる技術が整備されていると言える。 
(3) 地温勾配分布の把握 
1) 瑞浪 
 地上から掘削した MIZ-1 号孔におけるボーリング調査の一環として温度検層を実施した。地温

勾配を求めた結果，約 1.9℃/100m であり，研究所用地周辺で実施したボーリング調査での計測

結果（約 2.0℃/100m）と同じ値を示した 19)。 
2) 幌延 
 地上からの調査段階において，ボーリング調査で温度検層を実施するとともに，調査終了後に

設置した長期モニタリングシステムで計測した温度測定を実施した。その結果に基づくと，幌延

の地下施設周辺の地温勾配は，約 4.6℃/100m であった 20)。 
地温勾配分布を把握する技術については，ボーリング孔を利用した温度検層が有効であり，ほ

とんど全ての岩種に適用できる技術が整備されていると言える。 
(4) 岩盤の熱特性の把握 
1) 瑞浪 
 地上から掘削した MIZ-1 号孔から採取したボーリングコアを用いて，土岐花崗岩の健岩部の熱

伝導率，比熱容量，線膨張係数を測定した。熱伝導率は 2.77～3.04W/m・K，比熱容量は 0.74～
0.93J/g・K，線膨脹係数は，4.0～5.6×10-6/℃であった 21)。これらの値は，第 2 次取りまとめの

際に実施した文献調査における同種の岩盤の値と同等である。 
2) 幌延 
 地上からの調査段階において，ボーリングにより採取した珪藻質泥岩と珪質泥岩の供試体を用

いて，熱伝導率，比熱容量，線膨脹係数を測定した。熱伝導率については，珪藻質泥岩が 0.88～
1.17W/m・K であり，珪質泥岩が 1.24～1.61W/m・K である。比熱容量については，飽和状態に

おける同値は，珪藻質泥岩が 1.86～2.67J/g・K であり，珪質泥岩が 1.34～1.53J/g・K である。

一方，乾燥状態における同値は，2 つの岩石ともに，0.77～0.90J/g・K である。線膨脹係数につ

いては，珪藻質泥岩の常温付近での同値は 5～7×10-6/℃程度であり，温度上昇に伴って線膨脹係
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数は低下する。珪質泥岩の常温付近での同値は 9～14×10-6/℃程度である。さらに，50～60℃付

近で同値は最大となり，それより高温となると，温度上昇とともに顕著に低下する 22)。 
 岩盤の熱特性を把握する技術については，ボーリングコアを利用した室内試験が有効であり，

ほとんど全ての岩種に適用できる技術が整備されていると言える。 
 
2.4.4 まとめと今後の課題 
 瑞浪および幌延において初期応力測定を実施し，主応力の値と方向を把握するとともに，測定

手法の適用性について考察した。また測定結果に基づいて数値解析により広域の応力場を推定す

る手法を開発した。岩盤の物理・力学特性については，コアを用いた室内試験を実施し，物性値

の統計量を把握するとともに，幌延においては原位置岩盤試験を実施し，その適用性を確認した。 
 このように，地上および地下からの調査段階では，原位置での測定，コアを用いた測定，数値

解析などの併用により，実際の処分場の施設スケールの初期応力状態や岩盤物性を評価すること

が可能であることが示された。  
 今後は，原位置での初期応力や岩盤物性を評価する際の留意点に関する知見を蓄積するととも

に，精密調査段階で実施する処分場設計などに利用可能な情報として整理することが課題である。 
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2.5 物質移動 
2.5.1 はじめに 
 物質移動に関する研究では，岩盤および地下水による物質移動の遅延効果を把握することを目

的に，地上からの調査による地質環境の初期状態の理解として以下の(1)および(2)の地質環境の特

性とプロセスに着目して調査・解析・評価技術の構築および適用に取り組んできた 1),2)（図 2.5.1-1）。 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の把握 
 地層処分の安全評価の観点から，岩盤の収着・拡散特性の初期状態を把握することは，重要で

ある。また，その特性に関して信頼性の高いデータを精度よく取得する技術および解析・評価技

術の構築も併せて必須の項目である。 
(2) コロイド／有機物／微生物の影響の把握 
 地質環境中のコロイド／有機物／微生物の存在が岩盤中の物質移動特性に与える影響は多種多

様であることから，具体的な地質環境が与えられた際にその要因を把握可能な個別の要素技術の

開発およびそれらの調査・解析・評価技術の体系化が，地質環境の初期状態の理解にとって重要

である。 
 

 
図 2.5.1-1 物質移動特性に関する研究課題（統合化データフロー）2) 

 
2.5.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 実際の処分事業におけるサイト選定，施設建設，処分開始，廃棄体定置終了・最終閉鎖などに

関する意思決定に反映可能な成果や科学的知見の提示が深地層の研究施設での研究で求められる。

その観点から，地質環境の初期状態の理解に関して，サイト選定に関する意思決定を反映先とし

た物質移動研究において目標とする技術開発レベルとしては，地上からの調査で岩盤中において
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物質移動に関して好ましい環境条件の領域を判断できる調査評価技術を構築し，その適用性を確

認することであり，調査から解析・評価までの一連の技術を体系化することである（表 2.5.2-1）。 
 第 2 期中期計画期間中には，2.5.1 項に記述した(1)および(2)の課題に取り組むために，地上か

ら掘削したボーリング孔や採取したコアおよび地下水試料，瑞浪では深度 500m，幌延では深度

350m まで掘削された立坑および水平坑道を利用した調査研究を行い，物質移動に関する室内試

験，解析，評価を実施し，調査技術の構築およびデータや知見の蓄積を行った。 
 

表 2.5.2-1 物質移動に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
2.5.3 実施内容と成果 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の把握 
 地質環境中での収着・拡散は，核種の移動の遅延を支配する重要な現象であり，固相の鉱物組

成や間隙構造，地下水や間隙水の水質，その中での核種の溶存状態（化学種）などの様々な物理

化学条件によって，収着・拡散現象は大きく変化する。この観点から，まず，研究対象とする岩

盤の化学組成，鉱物組成などの基礎データの取得，岩石中の収着・拡散特性を把握することを目

的に，各種分析，室内試験を実施した。 
1) 瑞浪 
 瑞浪では，地上から掘削したボーリング孔のコアを利用して，全岩化学組成，含有鉱物および

鉱物組成などの岩石学的・鉱物学的データを取得した 3)。また，割れ目の特性と物質移動パラメー

タとの関係を詳細に把握することなどを目的に，コアを利用した室内における透過拡散試験を開

始した。土岐花崗岩の健岩部では，非収着性トレーサーであるウラニン（蛍光染料）などの物質

の実効拡散係数として 10-4～10-3（m2/s）程度の値が得られた 4) 5)（図 2.5.3-1）。 
 

- 71 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

 
図 2.5.3-1 透過型拡散試験実施状況 

 
2) 幌延 
 幌延では，地表地質調査および地上からのボーリング調査により採取された岩石試料を用いて，

全岩化学組成や鉱物組成などの岩石学的・鉱物学的データを取得するとともに 6),7),8)，物質移動特

性に関するデータとして間隙率や細孔径分布などの物性値を取得した 9),10)。また，地上からの  
ボーリング調査で取得したコアを用いて，室内物質移動試験を実施し，実効拡散係数などを取得

した 11),12),13),14),15)。さらに，多様な元素と環境条件に対する信頼性の高い収着・拡散パラメータ

の取得を目的とした室内物質移動試験手法を構築し，トレーサーとして Cs，I，HTO といった非

収着性物質や収着性が高い Ni，Np などを用い，収着・拡散パラメータを取得した 16),17),18)（図

2.5.3-2）。室内試験法としてはバッチ法と構築された拡張型透過拡散／トレーサー減衰法を用い

た 19),20),21)（図 2.5.3-3）。 
 

 
図 2.5.3-2 幌延で採取された珪質泥岩におけるバッチ収着データ(a)と拡張型 

トレーサー減衰法データ(b)の例 22) 
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図 2.5.3-3 拡張型の透過拡散法／トレーサー減衰法の概要 

（日本原子力研究開発機構, 2013）22)を一部改変 
 
(2) コロイド／有機物／微生物の影響の把握 
 地下環境中における物質移動に寄与する現象としてのコロイド／有機物／微生物の影響を把握

するための調査技術の開発を行った。岩盤中において物質が移動する際の媒体は流体であり，そ

の一つが地下水であることから，ここでは地下水－岩石－コロイド／有機物／微生物の相互作用

と物質（溶質）の移動特性に着目し，地質環境中で生じている現象の把握のための調査・分析を

行った。これにより，地質環境中でのコロイド／有機物／微生物の存在が確認され，今後の研究

において，物質移動特性への影響の可能性や及ぼす影響を評価する必要性が実際に示された。 
1) 瑞浪 
 瑞浪では，地上から掘削したボーリング孔から採取した地下水を利用して，地下水中の微生物

の存在の有無の確認，硫酸還元菌および鉄関連細菌についての生細菌数の測定が行われた。その

結果，106cells/ml 程度の全菌数であり，これは海洋細菌の現存量に匹敵するものとなった 23)。ま

た，特定の深度においてのみ硫酸還元菌が検出されることが示され，地球化学的な条件を反映し

て微生物の群集構造が形成されていることがわかった 23),24)（図 2.5.3-4）。 
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図 2.5.3-4 地下水中の(a)硫酸還元菌，(b)鉄関連細菌および(c)コロイド粒子の深度分布の例 

（瑞浪）23) 
 
2) 幌延 
 幌延では，地下水中のコロイドの存在形態や移動挙動を理解することを目的に，採取した地下

水中の天然コロイドの組成と希土類元素などとの相互作用について検討した。その結果，地下水

中のコロイド粒子は主にケイ酸塩鉱物，リン酸塩鉱物，炭酸塩鉱物，硫酸塩鉱物などで構成され

ていることがわかった。また，コロイドと希土類元素の相互作用については，重希土類元素と比

較して軽希土類元素の方がよりコロイドに分配されやすいことが示された 25)。 
 地下水中の有機物に関しては，地下水中の全有機炭素濃度は数～数十 mg/l であり 26)，溶存有

機物濃度が瑞浪のような結晶質岩中の地下水と比較すると高く，有機物による物質移動への影響

が顕在化する可能性が高い。そのため，浅層および深部の地下水の有機物（主に腐植物質）の特

性を調査した結果，腐植物質の分子量分布が一様でない可能性が指摘された 27)。また，地下水か

ら分離・精製した溶存腐植物質（図 2.5.3-5）を用いた調査研究の結果，声問層と稚内層に存在す

る地下水腐植物質は，日本国内の他の地下水腐植物質と同様に低い分子量を有し 28)，脂肪族炭素

に富んでおり，両地層においても違いは認められない 18)。この構造特性は水生生物由来の有機物

を起源とする腐植物質（例えば琵琶湖の腐植物質）に類似することが示された 22)。 
 地下水中の微生物の影響に関しては，地上から掘削したボーリング孔から採取した地下水を用

いて全菌数の測定や遺伝子解析を行った。その結果，全菌数は 104～106cells/ml 程度で深度方向

への全菌数の依存は認められなかった 26)。また，芳香族化合物の分解，アンモニア酸化，亜硝酸

酸化，硫黄酸化，メタン酸化，硝酸還元，硫酸還元，脱窒の窒素循環に関わる微生物の存在や，

単一の系統のメタン生成微生物の優占が確認された 29),30),31)。得られた調査結果からは，断層を境
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に微生物組成が大きく異なる傾向 31)や，地質構造と微生物の群衆構造・活性に関連がある可能

性 32)が示唆された（図 2.5.3-6）。 
 

 
図 2.5.3-5 地下水から分離・精製した腐植物質 22) 

 

 
図 2.5.3-6 地質構造に関連した微生物分布の例 32) 

 
2.5.4 まとめと今後の課題 
 地上からの調査により地質環境中の物質移動に関わる特性を理解するための基礎的な情報を取
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得することができた。技術的な知見を以下にまとめる。 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の把握 
・岩盤中における物質移動の基礎情報となる全岩化学組成，鉱物組成，間隙率，細孔径分布など

のデータ取得については，既存の分析方法が適用可能である。（共通） 
・実効拡散係数などの収着・拡散パラメータの取得には，コアを用いた室内物質移動試験が有効

である。（共通） 
・拡張型透過拡散／トレーサー減衰法により，多様な元素や環境条件において信頼性の高い収着・

拡散パラメータを取得可能となった。（幌延） 
(2) コロイド／有機物／微生物の影響の把握 
・地下水中のコロイド粒子は主にケイ酸塩鉱物，リン酸塩鉱物，炭酸塩鉱物，硫酸塩鉱物などで

構成され，希土類元素などの移動挙動に影響を及ぼすと考えられる。（幌延） 
・地下水中の有機物濃度と主要化学成分濃度に相関は認められない。また，溶存有機物濃度が高

く，物質移動への影響が顕在化する可能性があると考えられる。（幌延） 
・幌延における地下水中の腐植物質は日本国内の他地点の地下水腐植物質に類似することから，

ジェネリックな特性として地下水中の有機物による物質移動への影響を評価する必要があると

考えられる。（幌延） 
・地下水中の微生物について海洋細菌の現存量に匹敵する程度の全菌数が確認された。また，断

層構造や特定の深度に関連して微生物組成が異なることから，地質構造や地球化学的な環境と

微生物の分布・活性に関連がある可能性があると考えられる。（共通） 
 岩盤の収着・拡散特性の把握については，研究坑道を利用した原位置試験や室内試験などを行

い，これらを組み合わせた評価技術の構築および岩盤中の物質移動に関するデータや収着・拡散

パラメータの拡充を進めていくことが具体的な課題である。 
 コロイド／有機物／微生物の影響については，地上からの調査においては試料の品質が悪く評

価が困難であった物質移動における役割について，品質を確保した試料を活用しつつ評価を進め

ることが具体的な課題である。 
 安全評価の観点からは，サイト選定に関する意思決定において地質環境中の物質移動に関わる

特性を地上からの調査により理解することは極めて重要である。したがって，瑞浪および幌延で

の調査研究を通じて調査・解析・評価技術の事例を提示していくことも重要な課題である。 
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2.6 深地層における工学技術 
2.6.1 はじめに 
 深地層における工学技術研究においては，研究坑道の施工・維持・管理において適用可能な工

学技術を整備するとともに，それらの高度化を図る。また，実際の地質環境が推定結果と大きく

異なる場合や，想定外の事象に遭遇した場合などにおいては，設計および施工計画の変更に対処

できることを示す。その他，掘削中の研究坑道内の安全を確保するための技術を整備する。以上

を通して，大深度での地下施設の設計・施工計画構築技術の妥当性や，建設技術，施工対策技術

および安全確保技術の適用性を段階的に評価し，体系化した深地層の工学技術の基礎を提示する

ことにより，将来の地層処分場の設計・建設・操業・閉鎖に関わる技術の基盤を整備する。 
 深地層における工学技術研究では，大深度地質環境下における工学技術の有効性の確認という

個別目標に対して，(1)設計・施工計画技術の開発，(2)建設技術の開発，(3)施工対策技術の開発，

(4)安全性を確保する技術の開発，の 4 つの課題を設定しており，ここでは，(1)設計・施工計画技

術の開発を対象としている。 
 
2.6.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画期間中に，研究坑道の施工・維持・管理において適用した工学技術の有効性を

確認するとともに，それらの高度化を図る。瑞浪においては深度 500m まで，幌延においては深

度 350m までの坑道掘削に適用した技術の有効性を確認する。表 2.6.2-1 に，第 2 期中期計画に

おける深地層における工学技術研究のうち，(1)設計・施工計画技術の開発に関する反映先，目標

とする技術開発レベルおよび必要な研究開発項目を示す。 
 

表 2.6.2-1 深地層における工学技術に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
2.6.3 実施内容と成果 
(1) 設計・施工計画技術 
1) 瑞浪 
 第1段階で策定した設計・施工計画に基づき，研究坑道の施工を実施するとともに，深度500m
までの掘削時に取得した各種データを分析・評価することにより，設計・施工計画の妥当性の確

認を進めてきた。これにより，以下のような知見が得られた1),2),3)。 
・第1段階で実施した研究坑道の設計は，換気立坑側で見られる健全な土岐花崗岩を対象として

おり，設計時に設定した岩盤等級区分に基づく岩盤モデルと物性値および応力解放率などの各

種パラメータは，研究坑道掘削中に得られたそれらのデータとの比較の結果概ね妥当と判断さ

れる（図2.6.3-1，表2.6.3-1）。 
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・主立坑側は，断層およびそれに伴う変質部を掘削しているが，一部の区間を除いては，当初設

計時の支保工の形態（覆工コンクリート，鋼製支保工，吹き付けコンクリートとロックボルト

の組み合わせ）やその仕様（材料，厚さなど）は大きな変更なく適用され，支保工の変状も生

じていない。このことから，当初設計に適用した手法は，幅広い地質状況に対応可能なもので

あることが示された。 
・立坑および水平坑道掘削時のパイロットボーリング調査は，換気立坑部，深度300m研究アク

セス坑道掘削時の湧水抑制対策の計画策定および実施にあたり有効であった。また，支保工設

計時の物性データ評価にも直接反映できるものであることから，坑道掘削地点でのパイロット

ボーリング調査の重要性が確認できた4)。 
・地震時の覆工挙動の観測結果から，地表に比べ地下の地震動が大幅に低下することを実測で示

すとともに，第1段階で実施した耐震設計は十分な安全裕度を持つことが示唆された（図2.6.3-2，
図2.6.3-3）5)。 

・施工計画については，第1段階で設定した掘削のサイクルタイムが大幅に増加している。この

原因は，当初想定していた深度の増加によるサイクルタイムの増加分よりも，安全上付加され

た事項（キブルの運転速度の制限など）や掘削機械の保守，発破の良否に依存していることが

明らかになった6),7)。 
 

 
図 2.6.3-1 主立坑深度 250m 鋼製支保工軸力の計測結果の例（瑞浪） 
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表 2.6.3-1 主立坑 B 計測結果の評価（瑞浪） 

 
 

 
図 2.6.3-2 観測された地震動（瑞浪） 

 

 
図 2.6.3-3 2009 年 8 月 11 日の駿河湾地震で観測された地震動の実測と解析の比較 
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2) 幌延 
 1 ステップ長を 2m とするショートステップ工法による立坑の施工における主要な支保部材で

ある覆工コンクリートと鋼製リング支保工の応力変化やロックボルトの軸力変化，それらの分布

および発達機構と立坑周辺岩盤の力学挙動を現場計測と数値解析によって分析した。現場計測で

は，覆工コンクリートと鋼製リング支保工に関して，初期応力の水平面内の主応力方向の縦断面

内に複数個の計器を設置し，断面内の詳細な応力計測を実施するとともに，ロックボルトの軸力

の計測も併せて実施した。また，立坑の底盤と壁面の岩盤観察，内空変位と地中変位の計測を実

施した。一方，数値解析では，立坑のショートステップ工法の施工手順を詳細に再現した三次元

逐次掘削解析を実施した。また，立坑と水平坑道の施工においては，それらの施工の掘削やずり

出しなどのサイクルタイムを掘削面の地質観察と岩石試験の結果とともに分析した。これらの検

討を基に，第 1 段階で策定した設計・施工計画の妥当性の確認を行った。得られた結果と成果は，

以下のとおりである。 
・ショートステップ工法による立坑掘削を対象とした内空変位の初期変形率から覆工コンクリー

ト内に生じる応力の関係式を提案した 8),9)。 
・ショートステップ工法による立坑掘削を対象とした初期変形率，断面変形率，岩盤の弾性係数

と初期応力の比，非弾性挙動の程度の関係を立坑掘削のための岩盤挙動分類として提案した8),10)。

この分類は，掘削の初期段階で，岩盤の変形挙動や支保の応力を定量的に把握し，設計支保構

造の合理化を判断する上で役に立つものである。 
・ショートステップ工法による立坑掘削におけるロックボルトの作用効果を分析した結果に基づ

き，ロックボルトを省略した設計支保パターンを提案し，後続の立坑の施工に適用した 11)。 
・水平面内の初期応力に異方性がある場合には，覆工コンクリート内の応力分布において，初期

応力の最小主応力方向の下部内空側に最大応力が生じ，その最大主応力方向の上部内空側に最

小応力が生じる（図 2.6.3-4，図 2.6.3-5）。このため，ショートステップ工法の施工管理上は，

これらの位置に覆工コンクリートの応力計を設置する必要がある 12),13),14)。 
・1 ステップ長を 2m とするショートステップ工法による立坑の施工では，各施工サイクルの中

で，覆工コンクリートを構築するまでの掘削により壁面周辺岩盤に新たな割れ目が発生したり，

既存の割れ目が開口伸展する。その後，覆工コンクリートを構築することによって，それらの

割れ目が閉口する。その結果，覆工コンクリートの変形モードは，水平面内にて初期応力の最

小主応力方向を長軸とする楕円形で，上側に比べて下側がすぼむようなすり鉢状となる 15)。 
・立坑のショートステップ工法において，主要な支保部材である覆工コンクリートとその周辺岩

盤は，初期応力の異方性と施工手順の影響により，水平坑道の一般的な施工方法である NATM
（New Austrian Tunneling Method）とは大きく異なる力学挙動を示すことから，その設計段

階においては，地上からのボーリング調査で得られる初期応力分布と想定される施工手順を考

慮した立坑の三次元逐次掘削解析を実施し，主要な支保部材と立坑周辺岩盤の力学挙動を十分

に理解した上で，主要な支保の設計と現場計測の計画を立案する必要がある。 
・発破掘削と機械掘削による立坑のサイクルタイムと掘削面の岩盤性状の関係を分析した 16)。そ

の結果，声問層においては，岩盤等級の違いによるサイクルタイムの違いは見られなかった。

また，掘削方式による掘削時間の違いは見られなかった。 
・立坑の施工において，軟岩用自由断面掘削機のブームヘッダによる掘削体積比エネルギーと坑

壁地質観察時に実施した各種岩盤試験結果の相関について分析した。その結果，硬質な岩盤が

存在する掘削深度にて，掘削体積比エネルギーの増大が見られ，大局的には岩盤性状と掘削体
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積比エネルギーの間に相関があることを確認した 17),18),19)。 
・岩盤中に急傾斜な割れ目が分布する場合，水平坑道の掘削方向を割れ目の走向と並行させるよ

りも直交するようにレイアウトすることで，坑道の掘削速度は大きくなる（図 2.6.3-6）。この

ことは，地層処分場の処分パネルの坑道軸方向の設定に有用な指標の一つになると考えられ

る 20)。 
 

 
図 2.6.3-4 覆工コンクリートの円周方向の応力分布（幌延）14) 
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(a) 覆工コンクリート内の応力計の配置 

 
(b) 切羽の進行に伴う応力の変化 

図 2.6.3-5 覆工コンクリートの円周方向応力の解析結果と計測結果（幌延）13) 
 

 
図 2.6.3-6 掘削速度と割れ目密度の関係 

（Drift-I：天然の割れ目の走向と概ね直交する方向に掘削した坑道，Drift-II は天然の割れ目の

走向と概ね並行する方向に掘削した坑道）（幌延）20) 
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 瑞浪および幌延で適用した設計技術は，道路や鉄道トンネルを中心とする土木技術をベースと

しているため，瑞浪では湧水抑制対策などの施工対策など，幌延では空洞安定性や支保設計など，

慎重に取り扱うべき事項は異なるものの，ほとんど全ての岩種に適用できる汎用的な技術と言え

る。 
 一方，道路や鉄道トンネルでは，事前の調査が充分に行われるケースは多いとは言えず，トン

ネル掘削で出現した現象に対して，都度施工対策を実施しているのが通常である。地表からの調

査あるいは坑道掘削地点におけるパイロットボーリング調査の有効性については，瑞浪および幌

延において実証されているが，地質環境の不確実性をあらかじめ低減させた上で地下施設の施工

が行われることのメリットを示す事例と言える。 
 

2.6.4 まとめと今後の課題 
 瑞浪および幌延の研究坑道掘削に伴って，空洞安定性評価，支保設計，耐震設計などの設計・

施工計画に関わる既存技術の有効性を確認してきた。空洞安定性評価と支保設計については，施

工時の計測結果を考察することで設計時の入力パラメータの妥当性について評価した。耐震設計

については，地下深部では地震時の最大加速度が小さくなる現象を実測値で捉えるとともに，設

計時の安全裕度を確認した。施工計画については，立坑掘削工法のショートステップ工法につい

てサイクルタイムを分析するとともに，覆工コンクリートの計測によって工法の有効性を確認し

た。 
 地震動観測事例の蓄積や実際の処分施設の設計時に適用する技術の提示が今後の課題である。 
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2.7 地質環境の長期安定性 
2.7.1 はじめに 
 地質環境の長期安定性に関する研究では，処分事業におけるサイト選定や国の安全規制に資す

るため，「調査技術の開発・体系化」，「長期予測・影響評価モデルの開発」および「年代測定技術

の開発」の 3 つのカテゴリーの研究開発を進めている。このうち，「調査技術の開発・体系化」

では，候補地が有する地質環境が最終処分法による段階的な処分地の選定要件や安全規制による

環境要件などに適合するか否かを判断するための情報（データ）を概要調査や精密調査などを通

じて取得するための技術基盤の整備を目指しており，A1) 地質環境の初期状態の理解では当該研

究開発に係わる主な成果について述べる。 
 
2.7.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画では，関係研究機関のみならず大学などで行われている基礎研究の動向も精査

した上で，関係法令や報告に留意しつつ，実施主体や規制機関の様々なニーズ 1),2),3),4),5)のうち重

要性や緊急性などを考慮に入れて研究課題の設定を行った（表 2.7.2-1）。 
 

表 2.7.2-1 地質環境の長期安定性に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 
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2.7.3 実施内容と成果 
(1) 変動地形が明瞭でない活断層などに係る調査技術 
 地層処分のサイト選定に際しては，活断層を避けることが基本となる。日本列島の主要な活断

層の分布は，主に空中写真判読を中心とした変動地形学的なアプローチに基づいて抽出され，い

くつかの資料 6),7)として取りまとめられている。しかしながら，断層の活動性が低い場合は，そ

の活動により形成された断層変位がその後の侵食によって不明瞭となる。また，沈降域のように

堆積速度が大きい地域では，断層自体が沖積層に覆われてしまう。このように，文献調査のみで

は，すべての活断層を認定することは困難であり，概要調査などで既存の活断層調査法を補完す

るための新たな調査手法の開発が重要となる。本研究では，断層から放出されるガス（断層ガス）

に着目し，これらの地球化学的な特徴を指標とした調査手法の構築を目指している。第 2 期中期

計画においては，断層のタイプ，規模，活動性などの違いを考慮しつつ，断層周辺の土壌ガス，

温泉ガス，地下水中の溶存ガスなどの断層ガスを採取し，ヘリウム（He），アルゴン（Ar），二

酸化炭素（CO2），水素（H2）などの主成分・同位体組成の分析を進めてきた 8)。その結果，不

活性の単原子ガスである希ガスの同位体を指標とした調査が有効であるといった見通しを得た。

以下では，未成熟の断層によって引き起こされたと考えられている 2000 年鳥取県西部地震の震

源域および逆断層と横ずれ断層のセグメントから構成される糸魚川－静岡構造線での研究事例を

述べる。 
 活断層が認定されていなかった地域で 2000 年に発生した鳥取県西部地震（Mj7.3）は，その規

模が比較的大きいにもかかわらず，地表では明瞭な地震断層が認められていない横ずれ型の内陸

地震である。この震源域の周辺に分布する地下水・温泉井から採取した地下水溶存・遊離ガスの

ヘリウム同位体比（3He/4He 比）を測定した結果，震源域周辺のヘリウム同位体比は大気のそれ

に比べて有意に高く，震源断層に近づくにつれて高くなる傾向が認められた 9)（図 2.7.3-1）。さ

らに，震源断層の西側の下部地殻－マントル最上部には低比抵抗体が見出されており，このよう

なヘリウム同位体比の分布は，伏在するマグマまたは高温流体を起源とするマントルヘリウムが

断層を通じて地表に供給されたことによると考えられる 10)。 
 日本列島の代表的な活断層系の一つである糸魚川－静岡構造線は，その北部および南部では逆

断層成分が，中部では横ずれ成分がそれぞれ卓越する。その周辺において観測した地下水溶存・

遊離ガスのヘリウム同位体比は，断層系全体において大気に比べて有意に高い値を示した 11),12)

（図 2.7.3-2）。また，糸魚川－静岡構造線の中部に位置する牛伏寺断層の近傍では，2011 年に長

野県中部の地震（Mj5.4）が発生している。地震発生前より高いヘリウム同位体比が観測されて

いるその震源域周辺を対象に，地震発生後に再観測した結果，地震発生に伴う著しい変化は認め

られなかった 11),13)。これらの観測結果は，横ずれ断層のみならず逆断層においても断層を通じて

マントルヘリウムが地表へ供給されることや，それが地震の発生（断層運動）に伴った一時的な

現象ではないことを示唆する。 
 今後はテクトニクスの異なる地域においても研究事例を蓄積しつつ，地形・地質データや地球

物理学的データを組み合わせた総合的な調査手法の構築が重要となる。 
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図 2.7.3-1 鳥取県西部地震震源域のヘリウム同位体比の分布 

（Umeda and Ninomiya, 2009 9)を編集） 
 

 
図 2.7.3-2 糸魚川－静岡構造線周辺のヘリウム同位体比の分布 

（Umeda et al., 2013 11)を編集） 
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(2) 地殻内の震源断層などに係る調査技術 
 地層処分システムに重大な影響を及ぼす可能性がある現象（例えば，断層運動，マグマ活動）

の潜在的なリスクを排除するためには，地表からの調査の段階において，将来の活動によって地

殻浅所まで破断が進展する可能性がある地下深部の震源断層や高温流体などの存否や構造をあら

かじめ確認しておくための調査技術が必要となる。特に，地震の発生や断層の形成には脆性破壊

を生じるような地殻中に存在する流体（以下，地殻流体）が寄与していることが，これまでの研

究によって指摘されている 14)。地殻流体の検出に効果的な地球物理学的手法の一つとして地磁

気・地電流観測（MT 法）に基づく深部比抵抗構造の解析が近年注目されているが，これには地

下の三次元的な不均質性や人工ノイズの混入により，解析結果の信頼性が低下するといった技術

的な問題点もある。このことは，日本列島のように複雑なテクトニクス下にあり，市街地からの

人工ノイズも無視できない我が国での適用にあたって，その汎用性を制限する主たる要因となっ

ている。 
 本研究では，MT 法観測データに含まれる人工ノイズを低減するためのデータ処理法として重

み付きスタッキング法を開発し，モデルデータおよび実データを用いた検証によって，その有効

性を示した（図 2.7.3-3）15),16)。また，地下深部の断層構造と関連すると考えられている比抵抗境

界を，従来に比べて精度良く検出するための観測データの解析手法として，比抵抗ブロック間の

平滑化拘束条件を逐次的に修正可能なアルゴリズムを組み込んだ三次元インバージョン法を開発

した 17)。さらに，地下深部の震源断層に対する MT 法の適用事例として，それまで活断層が認定

されていなかった地域で発生した 1997 年鹿児島県北西部地震（Mj6.5，Mj6.3；双子型地震）の

震源域を対象とした観測・解析を実施した。その結果，震源域下の地殻内には地殻流体の存在を

示唆する低比抵抗体が分布し，本震の震源および震源断層はその端部（低比抵抗－高比抵抗境界）

に位置することを明らかにした 18)（図 2.7.3-4）。 
 以上から，MT 法によって捉えられる地殻流体の分布を指標として，地下深部の震源断層の存

否や構造を明らかにできる見通しを得た。なお，比較的規模の大きな溶融体（マグマ溜り）につ

いては，MT 法に加えて地震波トモグラフィー法や(1)で示した地球化学的アプローチを組み合わ

せることによって，現時点においても高い確度でその存否を確認することは可能である 10),19),20),21),22)。

今後は，地震学的手法（震源再決定，地震波トモグラフィー）を用いた同様な調査技術の開発と

その組み合わせによって信頼性の向上を図っていく。 
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図 2.7.3-3 重み付きスタッキング法の適用による観測データの S/N 比の向上 

(a) スタッキング適用前の見掛比抵抗，(b) 重み付きスタッキング法適用後の見掛比抵抗 
 

 
図 2.7.3-4 鹿児島県北西部地震震源域の三次元比抵抗構造 

（Umeda et al., 2014 18)を編集） 
(a) 深さ 10km における比抵抗平面図，(b) A－A’における比抵抗断面図 

 
(3) 地下で遭遇した断層の活動性に係る調査技術 
 地層処分のサイト選定や安全評価に際しては，候補地に存在する断層の活動性を評価すること

が必要となる。通常の評価では，断層を被覆する地層（上載地層）の変位・変形から活動性やそ

の時期を推定する“上載地層法”が用いられる。しかしながら，ボーリングや坑道などの地下で

遭遇した断層や被覆層が存在しない基盤岩中の断層には，上載地層法の適用が困難である 23),24)。

このような断層の活動性を評価するための手法として，断層岩の物質科学的特徴 25)に加えて，断

層岩そのものの放射年代測定 26)などが行われている。第 2 期中期計画では，これらの年代測定の

うち，断層運動によって流入した熱水から晶出した自生粘土鉱物のカリウム・アルゴン（K－Ar）
年代による評価を試みた。 
 これまでに，希ガス質量分析計と炎光光度計を用いて K－Ar 年代測定を行っているが，百万年

より若い時代の年代測定を行うため感度法によって Ar の定量を行っている 27)。今回，自生粘土
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鉱物を 0.1μm 以下の細粒のフラクションまで分離するため，断層試料を凍結粉砕する超低温サー

キュレータ，高速遠心分離機を導入するとともに，レーザー粒度分布測定装置による分離精度の

確認も併せて行っている 28)。以下ではこれらの年代測定システムを用いて行った事例研究として，

西南日本の土岐花崗岩 29)，六甲花崗岩および江若花崗岩中の割れ目を充填する粘土鉱物の K－Ar
年代測定について述べる。 
 土岐花崗岩中には，新第三紀中新統の瑞浪層群の断層と比べて変形や変質の強い断層が分布す

る 30)。これらの断層を充填する粘土 2 試料を採取し，前処理および K－Ar 年代測定を実施した。

その結果，粘土鉱物が細粒なほど若い年代値が得られ（図 2.7.3-5），<0.1μm の場合は 46.5Ma
と 42.7Ma であった 31)。この結果から，より細粒な粘土鉱物の年代ほど，より最近の熱水活動時

期を示すと考えられ，<0.1μm まで精細に分離することにより，従来法より若い断層運動が検出

できる可能性が示された 28)。また，瑞浪層群の堆積年代は約 20Ma であることから，年代値は層

序学的にも妥当な結果であった。なお，土岐花崗岩の冷却史の解析によると，得られた年代値は，

脆性破壊が起こり，イライトが安定に存在できる温度領域と一致している 31)。このことは，土岐

花崗岩が固結し，周辺岩盤の温度と同程度まで冷却した深度で粘土鉱物が晶出したものと考えら

れる。 
 六甲花崗岩中の有馬－高槻構造線の周辺から採取した試料の K－Ar 年代は，粘土鉱物が細粒な

ほど若くなる傾向を示す 32)。今回測定したもののうち，最も新しい年代を示した試料は 23Ma で

あった（図 2.7.3-6）。この試料が活断層である有馬－高槻構造線の最新のすべり面で生成したも

のか否かは不明であるが，地表から採取した試料によって最新の活動年代を推定することは，自

生のイライトが晶出するような温度の熱水活動の及ぶ深度の制約により現時点で困難と考えられ

る 28) 33)。しかしながら，主断層と副次断層との連動性の評価や断層の影響範囲の推定などを検討

する際の重要な情報となる。 
 敦賀半島の江若花崗岩中に認められる破砕帯（粘土化帯）から採取した粘土鉱物についても K
－Ar 年代測定を実施している。このケースにおいても細粒のフラクションほど若い年代値を示し

た（図 2.7.3-7）。電子顕微鏡による粘土鉱物の形状は，断層運動に伴う低温の熱水から晶出する

ような針状のイライトは認められず，多くは板状のスメクタイトであった。このことは，この破

砕帯は 70Ma 頃の江若花崗岩の貫入後，50Ma 頃に生じた熱水活動によって生じた雲母鉱物がそ

の後の風化などによってスメクタイトに変化したものと考えられる 34)。 
 以上のように，断層運動によって新たに生じた自生粘土鉱物の放射年代値を断層の活動性の指

標にするための K－Ar 年代測定システムを開発した。今後，若い時代の断層の活動性の評価を行

うためには，断層岩の物質科学的な特徴に加えて，変位マーカーとしての炭酸塩鉱物脈などの年

代値を決定することが重要となる。 
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図 2.7.3-5 土岐花崗岩から採取された断層ガウジの K－Ar 年代測定結果 

エラーバーは標準偏差（2σ）35) 
 

 
図 2.7.3-6 有馬－高槻構造線の周辺から採取された断層ガウジの K－Ar 年代測定結果 

エラーバーは標準偏差（2σ）32) 
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図 2.7.3-7 江若花崗岩中の破砕帯から採取した粘土鉱物の K－Ar 年代測定結果 

 
(4) 内陸部の隆起・侵食速度の算出に係る調査技術 
 一般に，過去数万年～数十万年間の隆起・侵食量の算出には，年代既知の段丘面とその標高に

よって求められ，沿岸部では海成段丘，内陸部では河成段丘が指標となる 36)。しかしながら，河

成段丘は，河川の上流部や西南日本の内陸部では分布が乏しいことから，河成段丘を用いた隆起

量の算定手法 37)などを適用することが困難であり，新たな内陸部の隆起・侵食量の調査手法が必

要となる。 
 そのため，河成段丘の発達が乏しい内陸部にも分布する蛇行切断によって生じた環流丘陵を伴

う旧河谷地形（環流旧河谷）およびその旧河床堆積物に着目し，これらの離水年代と標高を用い

た隆起・侵食量の算出手法の検討を進めてきた。環流旧河谷の分布状況を明らかにするため 2 万

5 千分の 1 地形図をもとに抽出したところ，日本列島の各地に約 800 地点で認められた。これら

は現河床から様々な比高を持って分布していること 38)（図 2.7.3-8）から，隆起・侵食量の算出

の有効な指標になると考えられる 35)。このうち，熊野川（十津川）の中流域に分布する環流旧河

谷を事例として，これらを埋める旧河床堆積物に見られるテフラ粒子や赤色化，さらには中～下

流域の段丘面との比較などから，その離水年代は，MIS7（約 21.4 万年前）頃と考えられる 39)。

また，その堆積物と現河床との比高（112m）から，下刻速度は約 0.5m/ky もしくはそれより遅

いと見積もられた。松四ほか（2012）40)は，10Be を用いた旧河道の礫の露出年代から十津川上流

域の下刻速度を 4.4±0.3mm/y と計算しており，推定値に 1 桁以上の違いが認められる。以上の

ことから，環流旧河谷を指標とした内陸部の隆起・侵食量の推定の信頼性については，引き続き

検討を進めていく必要がある。 
 さらに，100 万年以上の長期の隆起・侵食量については，複数の鉱物の年代値と閉鎖温度を用

いた熱年代学的手法が古くから用いられている 41)。最近では，より閉鎖温度が低い（U－Th）/He
年代法が実用化され 42),43)，より若い時代の地殻変動の推定が可能になっている 44)。中程度の規

模の山地における過去数百万年間の隆起・侵食量の推定の事例として，鈴鹿山脈の花崗岩中のア

パタイトの FT 年代測定とトラック長解析を実施している（図 2.7.3-9）。これによると三次元的

な地殻変動の推定には熱年代学的手法が有効であることが示される一方，アパタイト FT 法では，

比高 1,000m 前後の山地での推定が限界であることが明らかになった 32)。 
 今後は，100 万年より若い時代の内陸部の隆起・侵食量を推定するため，10Be や 26Al などの宇

宙線生成核種を用いた岩体の露出年代を指標とした調査手法の検討を進めていく。 
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2.7.4 まとめと今後の課題 
 ここでは，最終処分事業のサイト選定段階で必要となる，自然現象に関する過去の記録や現在

の状況を調査するための調査技術の整備を進めた。ここで提示した調査技術は，断層などを直接

的に捉えるわけではなく，その存在に伴う間接的な証拠を観測する手法である。そのため，事例

の蓄積のほか，他データを組み合わせた総合的な調査手法の構築が重要な課題として挙げられる。 
 

 
 

図 2.7.3-8 (a) 2 万 5 千分の 1 地形図をもとに抽出した日本列島全域における 
環流旧河谷の分布（赤点）と(b) 環流旧河谷の現河床から比高の頻度分布 35) 

 

 
図 2.7.3-9 鈴鹿山脈周辺におけるアパタイト FT 年代測定結果 

(a) 試料採取地点の分布，(b) 緯度別のアパタイトの FT 年代測定結果 32) 
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3. 地質環境の短期変動・回復挙動の理解（成果ダイジェスト A2 群） 
3.1 地質・地質構造 
3.1.1 はじめに 
 地質環境の短期変動・回復挙動を理解するうえでは，地下施設の建設による割れ目の形成など

の不可逆的な地質環境の変化が生じる領域（掘削損傷領域：Excavation Damaged Zone [EDZ]）
の広がりや特性を把握することが重要である。そのため，研究坑道の掘削を伴う研究段階（第 2
段階）および研究坑道を利用した研究段階（第 3 段階）では，坑道内からの調査によって坑道周

辺の EDZ に関する詳細な情報を取得することが重要である。これまでに，坑道の壁面地質観察

やボーリング孔を利用したコア地質観察・孔壁観察を実施し，坑道周辺における地質分布を把握

し，掘削影響を含む地質環境特性とその変遷の把握に資する情報を整理した 1)。安全評価の観点

の個別目標のひとつである「EDZ の地質環境特性の把握」において着目する地質環境の特性とプ

ロセスは，「EDZ の範囲の把握」，「EDZ の透水性，物理・力学特性の把握」，「EDZ の化学特性

の把握」ならびに「EDZ の応力状態の把握」としており 2)，上記の調査技術は，このうち「EDZ
の範囲の把握」に資する。 
 
3.1.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画においては，掘削した坑道の壁面地質調査や坑道からのボーリング孔を利用し

たコア観察・孔壁観察を実施し，EDZ の範囲の把握に関して，表 3.1.2-1 に示す目標とする技術

開発レベルに関する研究開発を行った。 
 

表 3.1.2-1 EDZ の範囲の把握に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
3.1.3 実施内容と成果 
(1) EDZ の範囲の把握 
 EDZ の範囲を把握するための地質・地質構造に関する調査研究として，幌延の堆積軟岩を対象

に坑道の壁面地質調査と坑道からのボーリング調査に基づく割れ目の調査を実施した。その結果，

以下の成果を得た。 
・深度 250m ポンプ座の底盤の地質観察により抽出された割れ目は，ポンプ座の掘削前に実施し

たボーリング調査の結果との比較により，ポンプ座の掘削前から存在した天然の割れ目（天然

の割れ目）と掘削後に新規に形成された割れ目（掘削後の割れ目）に区分された。掘削後の割

れ目は層理面又は古応力場から推定される潜在割れ目と同一方向であるとともに，天然の割れ

目を横切って連続しないことが確認された。このことは，掘削後の割れ目は層理面や潜在割れ

目などの弱面に形成され，天然の割れ目によって規制されていることを示唆している 3)（図

3.1.3-1）。 
・また，換気立坑の深度 250～350m の壁面地質調査では，立坑掘削前に実施したプレグラウト

に伴うグラウト材の割れ目への充填状況から，250m 調査坑道掘削時に発達した掘削後の割れ

目を判別し，250m 調査坑道の底盤から下方に数 m 以下程度の範囲において掘削後の割れ目が
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分布していることが確認された 4)（図 3.1.3-2）。 
・250m 調査坑道掘削時に実施した坑道の側壁および切羽を対象とした壁面観察調査と坑道掘削

前に実施したボーリング調査の結果から，天然の割れ目と掘削後の割れ目を区分するとともに，

これらの割れ目の密度が，負の相関関係にあることを確認した 5)。すなわち，天然の割れ目が

多い領域では，掘削後の割れ目は少なく，天然の割れ目が少ない領域では掘削後の割れ目は多

い。また，得られた知見から坑道周辺における割れ目の概念モデルを構築した 5)。 
 なお，花崗岩を対象としている瑞浪では，坑道掘削後の壁面地質調査で坑道掘削のための発破

によって形成されたと考えられる割れ目を認識することはできたものの，肉眼観察を主体とする

調査では，幌延のような掘削後の応力解放によって新規に形成されたと考えられる割れ目（図

3.1.3-1）は確認されなかった。 
 

 
図 3.1.3-1 坑道の掘削前後における割れ目形成過程に関する概念図 3) 
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図 3.1.3-2 換気立坑の深度 250m から 347m における割れ目分布図 4) 

(a) 全割れ目，(b) グラウト充填割れ目，(c) グラウト充填割れ目と断層 
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3.1.4 まとめと今後の課題 
(1) EDZ の範囲の把握 
 地下施設建設・操業に伴う EDZ を把握するための調査技術に関わる汎用的な知見を以下にま

とめる。 
・堆積軟岩を対象とした坑道の壁面地質観察および坑道からのボーリング孔を利用した岩芯地質

観察・孔壁観察により，天然の割れ目と掘削後の割れ目の特徴を把握し，坑道周辺の EDZ の

範囲を概念化することが可能になった。一方，瑞浪のような花崗岩地域では，肉眼観察を主体

とする調査によって掘削後の割れ目を抽出することは困難と考えられる。 
 今後の課題としては，地下施設建設・操業に伴う EDZ に分布する割れ目の変化を把握するた

めの調査技術の整備が挙げられ，以下の課題に取り組む必要がある。 
・坑道周辺の EDZ に分布する割れ目の変化を把握する手法の構築 
・坑道閉鎖（埋戻し）後の割れ目の閉塞・充填に関わる知見の蓄積 
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3.2 岩盤水理 
3.2.1 はじめに 
 地下水流動特性の短期変動・回復挙動を理解するための岩盤の水理に関する調査研究では，「施

設建設・操業時の地下水流動特性の変化を合理的かつ精度よく把握するためのモニタリング手法

を含む調査・解析・評価技術」ならびに「処分坑道近傍の地下水流動特性を把握するための調査・

解析・評価技術」を構築するための検討を実施した。この際，以下の地質環境の特性とプロセス

に着目した 1)。 
(1) 地下空洞への地下水流入量 
 地下空洞への地下水流入量を把握することは，地下施設の設計や建設，維持，管理を行う上で

重要である。また，地下施設の埋戻し時の地下水流動特性の回復挙動を予測する際にも必須の情

報である。 
(2) 地下水位・水圧分布への影響 
 地下施設の建設や操業が地下水位・水圧分布に与える影響を把握することは，地下施設の設計

や建設，維持，管理，ならびに環境影響評価の観点から重要である。また，地下施設建設時の地

下水位・水圧分布の短期変動を把握することは，地下施設の埋戻し時の地下水流動特性の回復挙

動を予測する際にも必要となる。 
(3) 地下水流束分布 
 地下水流束（単位面積当たりの流量）の三次元分布は，透水係数や透水量係数などの岩盤の水

理特性と，地下水流動の駆動力である動水勾配によって規定される。EDZ（掘削損傷領域：

Excavation Damaged Zone）を含む坑道近傍の流束分布を把握することは，天然バリア中の核種

の移動挙動を評価する上で重要である。また，坑道周辺岩盤の水理特性は坑道掘削の影響を受け

ていることから，それを含めた調査・解析・評価が必要となる。 
 
3.2.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画における岩盤の水理に関する調査研究では，表 3.2.2-1 に示す技術開発レベル

を目標として研究開発を行った。具体的には，研究坑道の掘削中の坑道への地下水流入量の変化

や，地下水位・水圧分布の変化に関するデータの取得を行った。また，坑道周辺岩盤の水理特性

の空間的不均質性を把握するための調査を行った。 
 
表 3.2.2-1 地下水流動特性の短期変動・回復挙動に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 
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3.2.3 実施内容と成果 
(1) 地下空洞への地下水流入量 
 坑道への総地下水流入量の経時変化の計測，ならびに立坑への地下水流入量の深度分布と経時

変化を把握するための集水リング毎の区間地下水流入量計測を実施した 2)。 
1) 瑞浪 
 地下水流入量計測に加え，瑞浪においては，坑道への地下水流入量は坑道周辺数メートル程度

の領域に形成されるスキン効果（人工構造物やグラウトなどによる地下水流入量の抑制や EDZ
の形成による地下水流入量の増加などの水理学的影響）の影響を受ける可能性があることから，

スキン効果に関わる情報を取得した 3)。主な調査結果より得られた成果および技術的知見を以下

に示す。 
・透水性の高い水理地質構造を掘削中に地下水流入量が増加し，その後地下水流入量が概ね一定

になるといった傾向が認められた（図 3.2.3-1，図 3.2.3-2）。 
・地下水流入量の計測方法毎の測定結果を比較し，流入量に応じてそれぞれの計測方法の適用性

が異なることが明らかとなった。例えば，熱線式流量計は微小流量の測定に適しているものの

付着性異物の影響を受けやすく，一方で，電磁流量計は付着性異物の影響には強く，大流量の

測定に適していることを明らかにした。 
・立坑近傍でスキン効果の影響により急激な水圧低下が生じていることを確認した（図 3.2.3-3）。 

 

 
図 3.2.3-1 坑道への総地下水流入量の経時変化（瑞浪） 
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図 3.2.3-2 坑道への区間地下水流入量の経時変化の例（瑞浪） 

 

 
図 3.2.3-3 立坑近傍の水圧分布（瑞浪） 

 
2) 幌延 
 主な調査結果より得られた成果および技術的知見を以下に示す。 
・幌延では，事前のボーリング調査により，換気立坑および東立坑の浅部に高透水性領域が存在

し，立坑掘削中に多量の湧水の発生が解析によって予測されたことから，両立坑の周囲に止水

壁（連続地中壁）を構築することで，地下水流入を抑制することができた 4),5)。 
・瑞浪の場合と同様に，透水性の高い水理地質構造を掘削中に地下水流入量が増加し，その後地

下水流入量が概ね一定になるという傾向が認められた（図 3.2.3-4）。 
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図 3.2.3-4 坑道への地下水流入量の経時変化（幌延） 
 

(2) 地下水位・水圧分布への影響 
 坑道の建設や操業に伴う地下水位・水圧分布への影響を把握するために，地上ならびに坑道内

から掘削したボーリング孔を利用した水圧応答モニタリングを実施した。水圧応答モニタリング

は，直接水圧計測方式もしくはピエゾ水頭計測方式による観測を継続的に実施した 6),7)。また，

水圧応答モニタリングの補完的な調査として傾斜計を用いた岩盤傾斜量観測 8) 9) 10) 11) 12)や，それ

に加えて瑞浪では自然電位観測 13),14)も実施した。さらに，地下水流動解析の境界条件設定や，坑

道掘削に伴う地下水位変化の有無を確認するための表層水理（気象要素，河川流量，地下水位，

土壌水分）観測も継続的に実施した 15)。 
1) 瑞浪 
 主な調査結果より得られた成果および技術的知見を以下に示す。 
・坑道掘削中の水圧応答は，断層を境に空間的にばらつきがあることが確認された（図 3.2.3-5）。

このことから，水圧応答から，断層を含む岩盤の水理特性の空間分布を推定するとともに，低

透水性の断層で囲まれた領域（水理地質学的コンパートメント）が複数存在していることを推

定した。 
・ピエゾ水頭計測方式の観測装置で用いられているスタンドパイプの内径が細い場合，パイプ内

における地下水からの脱ガスが原因と考えられる測定データの異常が発生する可能性があるこ

とを確認した。また，その影響を除去するための作業方法を策定した。 
・水圧観測データから，地球潮汐や気圧変動，地震に伴う水圧変動などの成分を除去し，坑道掘

削に伴う水圧変化を同定するデータ処理方法を構築した（図 3.2.3-6）。 
・表層部の自由地下水面の高さは，主に降水量に同期した変動を示しており，坑道掘削の影響に

よる水位低下は生じていないことが明らかとなった（図 3.2.3-7）。 
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・岩盤傾斜量観測，流体流動電位観測は水圧変化の面的な分布を把握することが可能であり，こ

れらを用いて水圧観測孔での測定結果を補完することが可能であることが明らかとなった。 
 

 
図 3.2.3-5 坑道掘削に伴う水圧応答（瑞浪） 

 

- 108 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

 
図 3.2.3-6 水圧変化を同定するデータ処理方法（瑞浪） 
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図 3.2.3-7 表層部の自由地下水位の変化（瑞浪） 

 
2) 幌延 
 主な調査結果より得られた成果および技術的知見を以下に示す。 
・岩石の強度・応力状態の違いによる透水不均質性が顕著であり，特定の高透水性領域（断層運

動に伴って引張割れ目が発達しやすい領域）で顕著な地下水圧の低下が認められる一方，それ

以外の岩盤部の掘削中は顕著な地下水圧の低下は生じていないことを確認した 16)（図 3.2.3-8）。 
・表層部の自由地下水の水位は，主に降水量に同期した変動を示しており，坑道掘削の影響によ

る水位低下は生じていないことが明らかとなった 17)（図 3.2.3-9）。 
・岩盤傾斜量観測結果から，立坑に近いほど傾斜量が大きく，掘削中の立坑方向に向かって時間

遅れを伴って傾斜するという傾向が得られている 18)。このことから，傾斜量は，地下水流動の

変化に起因する岩盤変形を捉えていると考えられ，岩盤傾斜量を観測することにより，水圧変

化の面的な分布を把握することが可能であり，水圧観測孔での測定結果の補完に有効であるこ

とを確認した（図 3.2.3-10）。 
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図 3.2.3-8 坑道掘削に伴う水圧応答（幌延） 

 

 
図 3.2.3-9 表層部の自由地下水位の変化（幌延） 
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図 3.2.3-10 岩盤傾斜量観測結果（幌延） 

 
(3) 地下水流束分布 
1) 瑞浪 
 地上からの調査に加え，坑道から掘削したボーリング孔を利用した地質環境特性調査および

壁面地質調査結果を用いて，割れ目ネットワークの概念に基づき水理地質構造モデルを構築し

た 19), 20)。 
 主な調査結果より得られた成果および技術的知見を以下に示す。 
・割れ目系岩盤中の透水性構造を，割れ目ネットワークモデルを用いてモデル化するための方法

論を整理するとともに，透水性構造に起因する水理特性の空間的不均質性を考慮した連続体モ

デルによる水理地質構造モデルを構築するための方法論を構築した。 
・割れ目の長さ分布や密度分布といった割れ目ネットワークモデル構築に必要なパラメータを設

定する際に，パラメータ間の関連性を考慮した場合としない場合では，構築する水理地質構造
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モデルに差異を生じさせることが明らかとなった。 
・モデル入力パラメータの 1 つである透水量係数について，高透水性から低透水性に至る幅広い

透水性を有する割れ目の透水量係数分布を直接的に取得することは，以下の理由によりできな

かった。 
i) 透水量係数を合理的・効率的に調査するための電気伝導度検層については，坑道内から掘

削したボーリング孔内が被圧状態であることから，孔内水の置換が困難であり適用できな

かった。 
ii) ボーリング孔全長を対象に短区間の水理試験を実施するには長期間要することから，優先

的に主要な水みちとなると考えられる相対的に透水性の高い割れ目（ボーリング孔掘削中

に湧水が確認された割れ目など）を対象とした試験を実施した。 
・坑道からのボーリング孔を用いて，高透水性から低透水性に至る幅広い透水性の割れ目を連続

的かつ合理的・効率的に調査可能な技術を開発する必要があることが明らかとなった。 
2) 幌延 
 坑道周辺岩盤中の流束分布を把握するために EDZ の短期挙動を把握するための調査研究を実

施した 21),22),23)。 
 主な調査結果より得られた成果および技術的知見を以下に示す。 
・間隙水圧の低下は坑道掘削後一年半程度で安定化するとともに，岩盤中の水分量は飽和度 70

～80%程度で安定化することが明らかとなった（図 3.2.3-11）。また，水分量は坑道の湿度の影

響を受けていることが推測された。 
・坑道から 3m 程度離れた場所では，掘削前，中，後の透水係数の変化は認められなかった。こ

のことから，空隙構造の変形や新規の割れ目の形成は生じていないことを確認した。 
・割れ目が発達する堆積岩において塩水系地下水が分布し，遊離ガスが発生する環境下において，

坑道周辺岩盤の割れ目を対象とした物質移動特性に関する調査を行うための技術開発の一環と

して，既存の孔間水理試験装置に，試験区間内で発生する遊離ガスを排除する機能を付加した。 
 

 
図 3.2.3-11 間隙水圧・水分量と坑内気温・湿度の経時変化（幌延） 
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3.2.4 まとめと今後の課題 
 地下調査施設建設・操業時の地下水流動特性の変化を把握するためのモニタリング手法を含む

調査・解析・評価技術，ならびに，処分坑道近傍の地下水流動特性を把握するための調査・解析

技術に関わる汎用的な技術的知見を以下にまとめる。 
(1) 地下空洞への地下水流入量 
・パイロットボーリング孔を用いた調査をすることによって，地下水流入量の予測精度が向上す

ることを確認した。 
・坑道掘削中の湧水量や水圧の変化を用いて水理特性の不均質性を評価するためには，坑道への

総湧水量のみならず，水理地質構造区分を考慮した区間湧水量の変化を測定することが有効で

あることを確認した。 
・スキン効果（人工構造物やグラウト，亀裂の透水性変化など）が地下水流入量に影響を与えて

いることが把握できた。 
・観測機器の維持管理方法の構築，関連するノウハウの蓄積および品質管理の考え方を構築する

ことができた。 
(2) 地下水位・水圧分布への影響 
・水理地質学的コンパートメントを含む水理地質構造分布の不均質性を考慮した観測孔や観測区

間を設置することによって，水理地質構造の水理特性を把握することが可能となった。 
・ガス対策を含む観測機器の維持管理方法の構築，関連するノウハウの蓄積および品質管理の考

え方を構築することができた。 
(3) 地下水流束分布 
・坑内からのボーリング孔を用いて，低透水性岩盤中の水理特性の不均質性や地下水流動特性を

連続的かつ効率的に評価するための技術の必要性を明らかにした。 
 今後の地下水流動特性の短期挙動・回復挙動を理解するための岩盤中の水理に関する調査研究

としては，以下の点が課題として挙げられ，それらに関わる技術開発に取り組む予定である。 
 地下調査施設閉鎖に伴う地下水流動特性の変化を予測するための調査技術やモデル化・解析技

術としては，以下の 3 点が主な課題として挙げられる。 
・再冠水試験や坑道埋戻し試験によって，湧水量の空間的不均質性が埋戻し材に及ぼす影響に関

する既存調査技術やモデル化・解析技術の適応性の確認 
・観測機器の耐久性向上，遠隔モニタリング技術の開発，ガス対策を含む観測機器の維持管理方

法の構築，関連するノウハウの蓄積，および品質管理の考え方の構築 
・坑道閉鎖（埋戻し）後の地質環境特性の回復，定常化過程に関わる知見の蓄積 
 
 処分環境に近い低透水性岩盤中の水理特性の不均質性や地下水流動特性を連続的かつ効率的に

評価するための調査・解析・評価技術に関しては，以下の 2 点が主な課題として挙げられる。 
・高透水性から低透水性に至る幅広い透水性の割れ目を連続的かつ効率的に調査可能な技術の開

発 
・実際の割れ目の性状を考慮した亀裂ネットワークモデル化技術の開発 
  

- 114 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

参考文献 
1) 三枝博光, 松井裕哉, 濱 克宏, 佐藤稔紀, 鶴田忠彦, 竹内竜史, 國丸貴紀, 松岡稔幸, 水野 

崇 : “超深地層研究所計画における調査研究の考え方と進め方 - 深度 500m までの調査研究計

画 - ”, JAEA-Review 2011-022 (2011), 78p. 
2) 佐藤成二, 尾方伸久, 竹内竜史, 武田匡樹 : “超深地層研究所計画における研究坑道での湧水

量計測(2004～2011 年度)データ集”, JAEA-Data/Code 2013-020 (2014), 38p. 
3) 竹内竜史, 三枝博光, 大山卓也, 毛屋博道, 佐藤敦也, 小坂 寛, 武田匡樹, 大丸修二, 竹内真

司 : “超深地層研究所計画 岩盤の水理に関する調査研究(2008 年度)報告書”, JAEA-Research 
2010-018 (2010), 133p. 

4) 柴野一則, 尾留川 剛, 安江健一, 舟木泰智, 操上広志 : “換気立坑掘削深度 50m までの湧水

量解析”, JAEA-Research 2008-033 (2008), 27p. 
5) 尾留川 剛, 松井裕哉, 操上広志, 舟木泰智, 森岡宏之 : “幌延深地層研究計画における地下研

究施設建設時の課題と対応策”, 土と基礎, 56(1), pp.32-35 (2008). 
6) 狩野智之, 竹内竜史 : “広域地下水流動研究における地下水の水圧長期モニタリング(2010 年

度)”, JAEA-Data/Code 2012-001 (2012), 54p. 
7) 狩野智之, 竹内竜史 : “超深地層研究所計画における地下水の水圧長期モニタリング(2010 年

度)”, JAEA-Data/Code 2012-002 (2012), 110p. 
8) Matsuki, K., Nakatani, K., Arai, T., Ohmura, K., Takeuchi, R., Arai, Y. and Takeuchi, S. : “A 

quadratic element method for evaluating groundwater flow by the inversion of surface tilt 
with application to the Tono Area, Japan”, Journal of Hydrology, Volume 360, Issues 1-4, 
pp.217-229 (2008). 

9) 大山卓也, 竹内竜史, 三枝博光, 尾上博則, 松木浩二 : “地表傾斜データを用いた水理地質構造

の推定手法の有効性について”, 第 37 回岩盤力学に関するシンポジウム講演集, pp.245-250 
(2008). 

10) 成川達也, 松木浩二, 新井孝志, 大山卓也, 竹内竜史, 竹内真司 : “立坑掘削に伴う排水・冠

水・再排水時の地表面傾斜量の逆解析に基づく岐阜県東濃地域超深地層研究所用地の地下水流

動場評価”, 土木学会論文集 C, Vol.65 No.2, pp442-455 (2009). 
11) （編）中山 雅, 佐野満昭, 真田祐幸, 杉田 裕: “幌延深地層研究計画 平成 20 年度調査研究

成果報告”, JAEA-Research 2009-032 (2009), 68p. 
12) （編）中山 雅, 佐野満昭, 真田祐幸, 杉田 裕: “幌延深地層研究計画 平成 21 年度調査研究

成果報告”, JAEA-Review 2010-039 (2010), 67p. 
13) 松岡稔幸, 仙波 毅, 石垣孝一, 杉本芳博, 田上正義, 成田憲文 : “流体流動電位法を用いた

瑞浪超深地層研究所周辺の地下水流動モニタリング”, 日本応用地質学会平成 18 年度研究発表

会講演論文集, pp.331-334 (2006). 
14) 徳安真吾, 松岡稔幸, 程塚保行 : “自然電位測定を用いた瑞浪超深地層研究所周辺の水理地質

構造の推定に関する研究”, JAEA-Research 2012-007 (2012), 55p. 
15) 佐藤成二, 尾方伸久, 竹内竜史, 武田匡樹 : “超深地層研究所計画における表層水理観測デー

タ集 - 2010～2011 年度 - ”, JAEA-Data/Code 2013-016 (2013), 50p. 
16) 天野由紀, 南條 功, 村上裕晃, 藪内 聡, 横田秀晴, 佐々木祥人, 岩月輝希 : “北海道幌延

地域における深部地下水調査 - 地上からの地球化学調査の妥当性評価と地下施設建設に伴う

地球化学特性変化 - ”, 地下水学会誌, 第 54 巻第 4 号, pp.207-228 (2012). 

- 115 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

17) 横田秀晴, 山本陽一, 前川恵輔 : “北海道幌延地域における地下水位と地質構造に基づく浅部

地下水流動に関する検討”, 地下水学会誌, 第 53 巻第 2 号, pp.193-206 (2011). 
18) 井尻裕二, 羽出山吉裕, 名合牧人, 亀村勝美, 里 優, 佐ノ木 哲, 國丸貴紀 : “幌延深地層

研究所施設工事における高精度傾斜計データの分析”, 土木学会第 63 回年次学術講演会, 
CS05-51 (2008). 

19) 石橋正祐紀, 尾上博則, 澤田 淳, 渥美博行, 升元一彦, 細谷真一 : “地下坑道での調査デー

タに基づく坑道周辺領域における水理地質構造モデルの構築(その 1)”, 第 42回岩盤力学に関す

るシンポジウム講演集, pp.101-106 (2014). 
20) 中嶌誠門, 瀬尾昭治, 尾上博則, 石橋正祐紀, 三枝博光, 澤田 淳 : “地下坑道での調査デー

タに基づく坑道周辺領域における水理地質構造モデルの構築(その 2)”, 第 42回岩盤力学に関す

るシンポジウム講演集, pp.107-112 (2014). 
21) 藪内 聡, 國丸貴紀, 岸 敦康, 小松 満 : “水平坑道の掘削に伴う坑道周辺の間隙水圧・岩

盤水分量モニタリング - 幌延深地層研究所 140m 調査坑道での測定 - ”, 土木学会論文集 C(地
圏工学), Vol.67, No.4, pp.464-473 (2011). 

22) 中山 雅, 天野健治, 常盤哲也, 山本陽一, 大山卓也, 天野由記, 村上裕晃, 稲垣大介, 津坂

仁和, 近藤桂二, 横田秀晴, 南條 功, 新里忠史, 田中真悟, 大原正嗣, 神 和美 : “幌延深地層

研究計画 平成 23 年度調査研究成果報告”, JAEA-Review 2012-035 (2012), 63p. 
23) （編）中山 雅: “幌延深地層研究計画 平成 24 年度調査研究成果報告”, JAEA-Review 

2013-037 (2014), 63p. 
  

- 116 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

3.3 地下水の地球化学特性 
3.3.1 はじめに 
 数十年～百年にわたる地層処分場の建設・操業フェーズでは，事前に地上からの調査結果に基

づいて推定した地質環境特性が，建設・操業に伴う力学的，水理学的，化学的擾乱により変化す

る。この期間は坑道内が大気圧下にあり，周囲の水理地質構造（透水性とその分布）に応じて坑

道に湧水が発生する。湧水は周辺の地下水頭を低下させ，地下水流動の変化や表層水の浸透，深

部からの地下水の湧昇を引き起こす可能性がある。また，地下水流動の変化は地下水の水質変化

を引き起こし，その結果，塩分濃度が上昇する場合は，ベントナイトなどの埋戻し材の膨潤やそ

のコロイド状溶脱に影響を与える。これらの影響は，周辺岩盤の透水性，坑道のレイアウト，坑

道直近の止水（グラウト）状態に依存する 1)。このような地下調査施設の建設・操業に関わる地

球化学特性の変化については，施設の閉鎖後に回復するのか（どのような状態で定常状態になる

のか）といった施設閉鎖後の地球化学特性に関わる知見が重要であり，深地層の研究施設のよう

な実際の大規模地下空洞周辺において，経時的な地球化学変化や関連するプロセスを観測・解析

することで，基礎的な知見を得ることが可能になるとともに，関連する調査技術（モニタリング

技術など）を構築することができる。 
3.3.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画においては，地下調査施設の設計や安全評価シナリオにおいて考慮すべき点を

明確にすること（処分開始に関わる意思決定への反映）を目標として，瑞浪と幌延を研究事例と

して，坑道の建設・維持管理時に周辺の地下水環境に起こり得る現象について，観測結果に基づ

いて知見を整理するとともに，表 3.3.2-1 に示す項目の研究開発を行った。 
 なお，地下坑道掘削時の周辺環境への影響は，物理的損傷（割れ目の形成など）やセメント材

料など人工材料の使用などにより坑道閉鎖後に掘削前の地質環境条件に回復することが難しい領

域（広義の Excavation Damaged Zone [EDZ]）と，岩盤自体が物理的損傷を受けておらず，地

下水圧のように坑道閉鎖後に掘削前の地質環境特性に回復する可能性のある領域（Excavation 
disturbed Zone [EdZ]）に分類され 2)，前者は坑道から数 m～数十 m の範囲（セメントなどの人

工材料の周辺），後者は坑道から数 m～数 km の範囲にあると想定される。これらの範囲は岩盤

の水理特性に依存するため，瑞浪（結晶質岩）と幌延（堆積岩）において同様の調査研究を行う

ことで，岩種の違いによる影響範囲や影響速度の違いに関わる基本的な知見を得ることができる。 
 
表 3.3.2-1 地球化学特性の短期変動・回復挙動に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 
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3.3.3 実施内容と成果 
 瑞浪，幌延における坑道掘削・維持管理時の地球化学特性の変化の観測においては，以上の視

点を踏まえそれぞれの領域の変化と主要な関連プロセスについて知見を整理した。 
(1) 地下水の水質（塩分濃度）の短期変動の把握 
1) 瑞浪 
 深度約 500m まで坑道の建設が進んでおり，研究坑道の掘削に伴い 800m3/日程度の地下水の湧

水（排水）がある。なお，立坑を深度約 180m まで掘削した時点で，地下水中のフッ素，ホウ素

濃度を環境基準以下に低下させるために排水処理施設を増設することになり，排水量を一時的に

減量する必要性が生じた。そのため，2005 年 10 月～2006 年 2 月の間は，一時的に立坑内の水

位が深度約 50m まで上昇したが，その後，深度約 100m に維持しながら排水を断続的に実施す

ることでスカフォードなどの建設設備の水没を防ぎ，排水量を低減させた。瑞浪では，両立坑に

深度約 25m 毎に設置した集水リングにおいて湧水量の経時変化を計測するとともに，坑道に設け

られた排水ピットにおいて排水量を計測した。また，図 3.3.3-1，表 3.3.3-1 に示す観測孔・区間

において，地下水の排水に伴う水圧・水質変化の長期観測を行った。 
 主立坑と換気立坑の集水リングにおける地下水の湧水量を図 3.3.3-2 に示す。坑道への湧水量

は堆積岩中の礫岩部（WR-6，6(1)，7），花崗岩上部の低角度傾斜の割れ目の集中帯（LAFZ；
WR-9）で高く，その他の深度では相対的に湧水量が小さくなっている。また，主立坑に低透水

性の主立坑断層が存在するため 3)，主立坑での湧水量が少なく，換気立坑で湧水量が多くなって

いる。更に花崗岩中では，深度 300m 研究アクセス坑道での湧水量が多く，坑道と割れ目の遭遇

率を反映している可能性がある。この仮説は，LAFZ での湧水量が多い事実とも整合的である。 
 

 
 

図 3.3.3-1 瑞浪超深地層研究所における水圧・水質観測孔（左図赤枠内） 
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表 3.3.3-1 瑞浪超深地層研究所における水圧・水質観測区間 
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図 3.3.3-2 集水リングにおける湧水量（2004 年 4 月から 2012 年 5 月までの総量[m3]） 

 
 坑道への地下水の湧水に伴う水圧変化は主に瑞浪層群中の低透水層の上下で大きく異なり，低

透水層以浅では，ほとんど変化していない。低透水層以深では研究坑道から 100m 程度の範囲に

おいて，水頭が 100～150m 程度（1.0～1.5MPa 程度）低下している。主立坑断層の北側と南側

にそれぞれ位置する 09MI21 号孔と 09MI20 号孔（深度 300m）を比較すると，09MI21 号孔の

水頭低下量が相対的に小さくなっており，主立坑断層の南側にある換気立坑での地下水排水の影

響が抑制されていることが判る。これらの水圧低下領域が地球化学的な EdZ に相当すると考えら

れる。 
 前述のように EdZ における地球化学特性の変化は，主に異なる水質の地下水の混合状態の変化

に起因するため，水－鉱物反応などで濃度が変化しにくい Cl 濃度について集水リングでの経時

変化を図 3.3.3-3 に示す。主立坑の集水リングにおける Cl 濃度の経時変化は顕著でないものの，

全般的に濃度が低下傾向にあり，湧水量の大きい集水リング（WR-9）では低下がより明瞭になっ

ている。一方，両立坑下部（WR-17～20）では相対的深部からの塩分濃度の高い地下水の湧昇に

より Cl 濃度が上昇する傾向にある。換気立坑では，各集水リングで観測初期に Cl 濃度が増加し，

その後低下する傾向にある。この深部地下水の湧昇については，立坑掘削前の Cl 濃度分布に基

づいて，どの深度から湧昇してきたかを推測することができ，両立坑において立坑掘削初期に相
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対的に数十～百数十 m 深部にある地下水が立坑切羽まで湧昇し，その後，浅部から相対的に Cl
濃度の低い地下水が浸透することにより濃度が低下していることが判る 4)。 
 主立坑断層南側の深度 200～400m の坑道から掘削した観測孔（07MI07，09MI20，10MI26
号孔）においては，観測開始時に Na，Ca，Cl 濃度が高く時間とともに低下する傾向があり，一

方で，無機溶存炭素（DIC），SO42-は当初濃度が低く時間とともに増加する傾向がある。これら

の傾向は，研究坑道に近い観測区間（区間 6，区間 5）ほどその傾向が顕著である。主立坑断層

北側に位置する観測孔（09MI21 号孔）では，このような傾向は認められない（図 3.3.3-4）。こ

れは，集水リングで観察される傾向と同様に，換気立坑を含む主立坑断層南側では，立坑掘削時

に周辺地下水の排水に伴い湧昇した相対的に深部の地下水（相対的に Na，Ca，Cl 濃度が高い地

下水）が，ボーリング孔での観測開始時に周辺に分布しているためと考えられる。また，その後

の水質変化は，坑道からの恒常的な地下水排水に伴い周辺の地下水位が低下し，相対的に浅部の

地下水が研究坑道の周囲に分布するようになるためと推察される 5)。このような，長期的な地下

水の排水に伴う相対的に浅部の地下水の浸透については，浅層地下水や表層水に含まれるトリチ

ウムやフロンガス（1930 年代に人工的に生産され大気中に放出された化合物）の濃度が指標にな

る。例として各観測区間におけるフロンガス濃度を図 3.3.3-5 に示す。2009 年度は検出されなかっ

たものの，その後，深度 200～300m では徐々に濃度が上昇しており，深度 400m においても検

出されている。研究所用地の天水中に含まれるフロンガス濃度は約 220pg/kg であり，地下水と

天水のフロンガス濃度を比較すると，この時点で表層水が最大 6%程度，深部地下水に混入して

いると見積もることができる。 
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図 3.3.3-3 主立坑（上），換気立坑（下）の集水リングの地下水水質の経時変化 
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図 3.3.3-4 坑道から掘削されたボーリング孔での地下水水質の経時変化の一例 

深度 300m 09MI20 号孔：観測区間を 6 区間に区切ってあり区間 1 が奥側，区間 6 が坑道側に位置する。 
深度 300m 09MI21 号孔：観測区間を 4 区間に区切ってあり区間 4 が奥側，区間 1 が坑道側に位置する。 

 

 
図 3.3.3-5 各観測区間におけるフロンガス濃度の推移 

 
 以上の水質変化プロセスの解析においては，地上の観測孔，両立坑の集水リングおよび深度

500m までの各深度の研究坑道から掘削された観測孔で得られた地下水の水質データを基に多変

量解析（主成分分析）を行うことで，将来的な水質の経時変化について推測を行った 4)。 
 例として，研究坑道のボーリング孔で得られた地下水の主成分分析結果を図 3.3.3-6 に示す。
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各観測区間で得られた地下水の水質は，主に Na，Ca，Cl 濃度の増減を反映する主成分 1 と主に

Mg，IC，SO4，F 濃度の増減を反映する主成分 2 で表現することができる。各データは，塩分濃

度の高い（主成分 1 の値が相対的に高い）地下水と塩分濃度の低い（主成分 1 の値が相対的に低

い）地下水の混合を示唆している。深度 200m と 300m の観測孔（07MI07，09MI20 号孔）では，

主成分 1 の値が時間とともに低下しており，立坑の掘削初期に当該深度付近に供給された花崗岩

深部の塩分濃度の高い地下水が，花崗岩浅部の塩分濃度の低い地下水に入れ替わりつつあること

が判る。なお，坑道に近い区間（区間 6 側）ほど，坑道掘削時の塩分濃度の増加（研究坑道掘削

の影響）が大きい。 
 09MI20 号孔の区間 1，2，3 の主成分 1 の値は 07MI07 号孔の区間 1 と同様の値となっており，

09MI20 号孔区間 4，5，6 においても，徐々に 07MI07 号孔の値に近づきつつある。これらのこ

とから，主立坑断層の換気立坑側の領域では深度 300m 付近まで深度 200m 付近と同様の水質の

地下水が浸透していることが判る。一方，09MI21 号孔では以上のような経時変化は認められず，

区間 3 のみ主成分値（塩分濃度）が増加する傾向がある。これらのことから，換気立坑側の排水

に伴う動水勾配が大きな領域においては，当初，深部からの地下水の引き込みが大きいものの，

坑道の掘削工事が深部へ進むにしたがって，坑道全体では地下水位の低下とともに花崗岩浅部の

地下水が徐々に深部に移動していることが主成分分析からも支持される。主成分値の経時変化に

基づくと，今後，数年～数十年後には深部の地下水が深度 200m 付近の地下水と同等の水質（深

部地下水に比べ Na，Ca，Cl 濃度が低く，SO4 や DIC に富む組成）に変化すると予測できる。

ただし，この予測は，現状の坑道レイアウトおよび地下水排水量が継続した場合の見積もりであ

り，坑道掘削が更に進展した場合，排水量が増加し，より早期に深部地下水が浅部地下水と置換

する可能性がある。 
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図 3.3.3-6 坑道内の観測孔における地下水の水質経時変化に関わる主成分分析 

 
2) 幌延 
 第 2 期中期計画において 3 本の立坑（東立坑，西立坑および換気立坑）の深度 350m までの掘

削ならびに 350m 調査坑道の掘削が完了している。坑道の掘削に伴う地下水の湧水については，

2013 年 2 月に生じた湧水増加時（最大で 700m3/d）以外の期間では，概ね 200m3/d 以下の湧水

量となっている。瑞浪と比較して湧水量が少ない理由として，岩盤全体の透水性が低いことに加

え，湧水量が増加すると予測された深度 250m 以深の施工においてプレグラウトを実施したこと

が挙げられる 6)。地上から掘削したボーリング孔のうち，換気立坑近傍（換気立坑より約 17m）

の PB-V01 では坑道掘削の影響により深度 479m～520m の観測区間においても水位低下が観測

されており，立坑が到達している深度 350m 以深にも水理学的な影響が及んでいる。また，地上

- 125 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

から掘削した HDB-3 孔（東立坑から約 210m），HDB-6 孔（換気立坑から約 160m）においても

水圧の低下が確認されている。HDB-6 孔においては，深度 500m 付近のモニタリング区間で坑

道掘削開始後，塩分濃度がやや低下する傾向が確認できる 7)。そのため，幌延における坑道周辺

の EdZ は百数十 m～数百 m に及んでいると考えられる。 
 地下水は図 3.3.3-7 および表 3.3.3-2 に示した箇所において，採水・分析を実施した。集水リン

グからの採水・分析については，東立坑および換気立坑において実施しており，西立坑では実施

していない。坑道内における採水・分析については，140m および 250m の坑道などから掘削し

た掘削長 20m～100m のボーリング孔を利用し，採水装置を設置して実施した 8),9)。 
 

 
図 3.3.3-7 幌延深地層研究センターにおける水圧・水質観測孔 
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表 3.3.3-2 幌延深地層研究センターにおける水圧・水質観測区間 

 
 

 図 3.3.3-8 に坑道内における採水地点での地下水の塩分濃度の経時変化を示す 7)。これまでの採

水調査では，坑道掘削の進展に伴い，塩分濃度が増加する領域（WR-V-98.0，WR-V-132.0，
WR-V-202.0，WR-V-242.0，WR-E-63.8，WR-E-202.0）および減少する領域（WR-V-310.0，
WR-V-343.9，WR-E-276.0，WR-E-340.0）の両方が確認できた。その変化は最大で約 0.8g/L で

ある。このような地下水の塩分濃度の変化については，坑道掘削の進展に伴い，地下水の混合状
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態が変化していることが主な原因と考えられる。図 3.3.3-9 には坑道掘削前の時点から各立坑が

深度 350m に到達した平成 24 年度末までの，坑道周辺における塩分濃度分布を示した。図 3.3.3-9
から，坑道掘削前の時点では領域西側および深部に相対的に塩分濃度の高い地下水が分布してい

ることがわかる。また，坑道掘削の進展に伴い，稚内層／声問層の境界付近において領域西側の

地下水が坑道付近へと浸透し，坑道周辺における地下水の塩分濃度分布が変化している。この過

程を詳細にするため，既存の水質データを利用した多変量解析（主成分分析）を実施した 10)。主

成分分析の結果を図 3.3.3-10 に示す。主成分分析は，主要 13 成分（Na，K，Ca，Mg，Si，Sr，
Cl，Br，I，SO4，HCO3，δD，δ18O）を対象として実施した。主成分分析の結果，第 1 主成分は

Na，K，Ca，Cl，Br，δD，δ18O の変化を反映し，塩分濃度の異なる地下水の混合状態の変化を

示していると考えられる。図 3.3.3-10 においては，HDB-3 孔と WR-V-28.5 を両端として，その

混合線上に多くのデータがプロットされる。HDB-3 孔は坑道西側の塩分濃度が比較的高い領域に

位置しており（図 3.3.3-9），坑道周辺の地下水が HDB-3 孔周辺に分布する塩分濃度が比較的高

い地下水と，WR-V-28.5 のように塩分濃度が低く，天水に近い組成を持つ地下水の混合であるこ

とがわかる。他方，第 2 主成分は Mg，SO4，HCO3の変化を反映しており，これらは一般的なコ

ンクリートの主要成分と共通するため，坑道の建設に利用されているコンクリートと地下水の反

応の程度を示していると考えられる。例えば，図 3.3.3-10(a)における WR-V-28.5 では，第 1 主

成分はほとんど変化せずに，第 2 主成分のみが低下する方向で変化している。WR-V-28.5 は採水

開始当初は pH が 10 程度あり，その後の 4 年間の水質モニタリングでは pH が 7～8 の範囲まで

低下している 6)。このことは，モニタリング開始当初はコンクリートとの反応により水質が変化

しているものの，その後はコンクリートとの反応の影響が低減していることが想定される。主成

分分析図においても，第 2 主成分が低下していることは，コンクリートとの影響が低減している

ことを示唆しており，水質モニタリングの結果と主成分分析の結果は整合的であると言える。ま

た，主成分分析図上における各採水箇所での地下水のプロットが大きく変動しないことは，各採

水箇所において水質の変化が少ないことを反映している。ただし，図 3.3.3-10(b)において詳細に

見ると，WR-V-98.0，WR-V-132.0，WR-V-168.0 のデータでは概ね左上から右下に向かって変化

している。この変化はコンクリート成分の寄与の影響は低減しつつ，塩分濃度が高くなる傾向を

示唆している。また，左上から右下への変化は，先述の WR-V-28.5 と HDB-3 孔との混合線上で

あることから，HDB-3 孔の地下水の混合割合が大きくなることにより，塩分濃度が高くなること

を示している。 
 塩分濃度が変化している領域と水理地質構造との関係や，塩分濃度分布が変化した時期と地下

水流動状態の変化についての関係については，まだ十分に理解されているわけではない。しかし

ながら，稚内層の浅部（声問層／稚内層境界の直下）においては亀裂の発達した高透水性の領域

が確認されており 6)，坑道が高透水性領域に到達した後（2008 年 9 月以降）は湧水量が増加し，

塩分濃度分布にも変化が生じている。そのため，坑道周辺における塩分濃度の変化については，

水理地質構造の分布や地下水流動状態の変化と密接に関連していることが考えられる。ただし，

坑道からの湧水量が瑞浪と比較して少ないことや，岩盤全体の透水性が低いことから，将来的に

も塩分濃度分布が変化する程度とその領域は限定的であると考えられる。 
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図 3.3.3-8 幌延における坑道周辺の塩分濃度分布図 7) 
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図 3.3.3-9 坑道掘削開始以降の塩分濃度変化 7) 
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(a) (b) 

図 3.3.3-10 幌延の地下水データに基づく主成分解析結果 
立坑に関するデータは，換気立坑側において採取した地下水試料のみを表示した。a の点線で囲まれた部分を拡

大表示したものが b である。図中 a の点曲線は近似曲線を，矢印（点線）は主成分得点の経時変化の向きを示し

てある。HDB 孔の数字は採水深度（GL-m）を表す。 
 

(2) 地下水の pH・酸化還元電位の短期変動の把握 
 坑道掘削に伴う地下水の pH，酸化還元電位の変化については，EdZ，EDZ においてそれぞれ

以下のような普遍的なプロセスが想定される。 
1) 地下水の水圧低下に伴う溶存ガス（炭酸ガス）の脱ガスによるアルカリ側へのpH変化（EdZ） 
2) 地下水の水圧低下に伴う浅層地下水の引き込みによる pH，酸化還元電位の変化（EdZ） 
3) 坑道周辺のグラウトや吹付セメントによるアルカリ側への pH 変化（EDZ） 
4) 坑道からの大気の浸透に伴う酸化による酸化還元電位の変化（EDZ） 
 以上のプロセスの影響範囲は岩盤によって異なると考えられることから，瑞浪と幌延の両者に

おいて長期観測により確認を行った。 
1) 溶存炭酸ガスの脱ガスに伴う pH の変化は主に幌延において実測事例があり，5MPa の水圧

低下（坑道掘削により周辺地下水の水位が 500m 低下した場合と同等）時の pH 変化はアルカリ

側へ 0.2～0.4 程度である 11)。したがって，坑道掘削に伴う実際の水位低下量（瑞浪では 1.0～
1.5MPa 程度）を踏まえた場合，このプロセスに由来する pH 変化はわずかと推察される。実際

に瑞浪の深度 200～400m の坑道から掘削された観測孔においては，坑道直近のセメント材料に

由来する pH 変化のある区間以外の pH は数年間の観測期間中 8～9 の範囲内に収まっている 4)。

幌延においてもコンクリートの影響により pH が 10 程度まで上昇しているものの，140m 調査坑

道から掘削したコンクリートとの接触による影響がないと見込まれるボーリング孔でのモニタリ

ング結果では，pH は 6.5～7.5 の範囲で分布している 10)。 
2) 浅層地下水の引き込みについては，前述のように主に瑞浪において確認されている。しかし，

pH，酸化還元電位については，大きな変化は認められていない 4)。今後，瑞浪の坑道周辺の地下

水は，維持管理時の地下水排水に伴い，花崗岩浅部からの地下水の涵養により相対的に塩分濃度

が低く，SO4，DIC 濃度が高い水質に変化していくことになる。この水質変化に伴う pH，酸化

還元電位の変化は，浅部から浸透する相対的に酸化的な地下水と地下水流動経路における pH・

酸化還元緩衝鉱物の間の緩衝反応に依存する。岩盤中に緩衝鉱物が十分に存在する場合は，将来
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の水質変動と主要な酸化還元反応式に基づいて酸化還元電位を推測することができる 4)。深度200
～400m の酸化還元電位に関わる可能性のある主要反応は， 
Fe(OH)3+3H++e-=Fe2++3H2O(E0=0.95V) 
Fe(OH)3(am)+3H++e-=Fe2++3H2O(E0=0.975V) 
FeCO3+3H2O=Fe(OH)3+2H++HCO3-+e-(E0=1.078V) 
深度 400m 以深では， 
Fe2++2SO42-+16H++14e-=FeS2(Pyrite)+8H2O(E0=0.362V) 
と想定でき，将来の溶存成分濃度（二価鉄イオン，炭酸水素イオン，硫酸イオン濃度）を代入す

ることで酸化還元電位を推定することができる。これらの将来的な値について，pH，Fe2+は主成

分分析において主成分値と相関がないことから，今後深部に涵養する深度 200m 付近の観測値で

代用し，HCO3-，SO42-濃度については，主成分分析結果に基づいて， 
pH：約 7.5～8.5 
Fe2+：0～3.6μM（0～0.2mg/L） 
HCO3-：1.3～1.7mM（IC：15～20mg/L から換算） 
SO42-：0.17～0.21mM（SO42-：15～20mg/L から換算） 
とすると，現在の各深度の地下水が浅層地下水で置き換わった場合の酸化還元電位は，深度 200
～400mで約-230～-10mVもしくは深度400m以深で約-250～-180mVと見積もることができる。

しかしながら，岩盤中の緩衝鉱物（鉄鉱物や硫化鉱物など）が，浅部からの長期的な地下水の涵

養により溶脱・消失してしまう場合や，坑道からの地下水排水に伴う浅部地下水の涵養速度が水

－鉱物反応速度よりも早い場合は，緩衝鉱物の水－鉱物反応による化学条件の維持は期待できな

い。坑道での長期的な水質，物理化学パラメータ観測は，このような外的インパクトに対する岩

盤の環境条件維持能力（緩衝能力）を，不確実性を伴う解析的手法に依らず直接的に提示できる

唯一の方法である。 
3) 坑道周辺のグラウトや吹付セメントによるアルカリ側への pH シフトについては，瑞浪，幌

延ともにグラウト，吹付セメント周辺の地下水の長期モニタリングが行われており，瑞浪に関し

ては日本原子力研究開発機構（2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013）12),13),14),15),16),17)にまとめ

られている。坑道への定常的湧水が無くセメントと反応した地下水が排除されない領域において

は，地下水の pH が 11 程度で数年間にわたって滞留しており 4)，花崗岩や地下水による pH 緩衝

能力が小さいことが判る。また，結晶質岩においては地下施設の建設・操業・閉鎖時には，坑道

周辺岩盤の水理特性（割れ目の分布など）に応じてセメント材料による pH の上昇が不均質に発

生することが想定される。先行するスウェーデンでの研究 1)では，セメント材料の影響（pH9 程

度の地下水条件）が次の氷河期まで継続することを想定しており，その長期的な影響範囲を観測・

解析する技術が重要となる。幌延では低アルカリ性コンクリートにより吹付施工した 140m 調査

坑道および 250m 調査坑道において，低アルカリコンクリートが地下水の化学組成に与える影響

を把握することを目的とした水質モニタリングを実施している 6),7)。先に施工した 140m 調査坑

道においては，水質モニタリングを低アルカリセメントを吹付施工した岩盤表面から約 3m 背面

まで，約 1m 毎に実施した結果，施工 21 ヶ月後においても各観測区間において pH の上昇は認め

られていない 7)。ただし，坑道が解放されている状態では，岩盤から坑道内に向かう動水勾配が

形成されていることから，コンクリート材料による影響が岩盤側に現れるのは，坑道閉鎖後と考

えられる。 
4) 坑道からの大気の浸透に伴う酸化による酸化還元電位の変化については，主に幌延において
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坑道周辺岩盤への酸素注入試験が行われており，酸素に飽和した地下水が有機物を還元剤とした

微生物反応や構成鉱物の酸化により数日程度で無酸素状態になることが確認されている。そのた

め，堆積岩中には大気中の酸素濃度に比べて十分な量の還元剤（有機物）があり，堆積岩は大気

の浸透に伴う還元緩衝能力を有していると言える。花崗岩については，深度 200～400m の坑道

から掘削された観測孔の坑道直近の観測区間においても酸化還元電位の上昇は確認されず，大気

中の酸素の岩盤への拡散が少なく酸化還元状態の変化が小さいものと推察される。 
 

3.3.4 まとめと今後の課題 
 第 2 期中期計画では，主に地下調査施設建設・操業による地下水水質の短期変動に関わる観測・

予測技術を例示した。瑞浪・幌延での結晶質岩，堆積岩を対象とした坑道掘削・維持管理時の新

たな知見に基づいて，地下調査施設の建設・操業に関わる地球化学特性の短期変動・回復挙動を

理解するための以下のような留意点・ノウハウを提言することができる。 

(1) 地下水の水質（塩分濃度）の短期変動の把握（主に掘削影響領域（EdZ）における地球化学

特性の短期変動・回復挙動） 
・瑞浪においては，800m3/日程度の湧水条件で 10 年間の坑道掘削・維持管理を行った結果，深

度 500m までの坑道周辺で数十～百数十 m の水位低下が認められる。瑞浪と同様にカナダのマ

ニトバの結晶質岩に建設された地下研究所に比べると，湧水量が格段に多いにも関わらず，水

位低下量は同等であることから，日本の割れ目の多い結晶質岩では，岩体全体の透水性が高く

涵養量も大きい（つまり，地下調査施設建設時の水位低下が小さくても地下水自体の入替わり

が早い）ことが想定される。また，水位低下量，水質変化量は水理地質学的コンパートメント

構造毎に異なっている。 
・瑞浪では，坑道掘削時に坑道最深部の周縁では，地下水の排水に伴い相対的に深部の地下水の

上昇が認められ，坑道の掘削深度がより深部に移動した後も，上昇した地下水が立坑周縁部に

数か月間にわたって残留する。その後，各深度の坑道における定常的な地下水の排水により，

表層水を含む相対的に浅部の地下水が浸透し，地下水が再度入れ替わる傾向が認められる。そ

れに伴い地下水の水質も経時変化する。この変化は，各深度の地下水の混合割合に基づいて解

析することができる。表層水の混入については，地下水中の同位体（トリチウムなど），フロン

ガスの長期観測が有効となる。また，結晶質岩において大量の湧水（排水）がある場合は，操

業期間中に坑道周辺の地下水が浅層水に入れ換わる可能性が高い。 
・幌延での観察事例では，一般的に多孔質媒体と考えられている堆積岩においても，割れ目を含

む透水性の高い地点において地下水の水圧変化が確認され，水理学的特性と地質構造学的特性

が密接に関連している。坑道掘削開始から数年間では，立坑周辺での化学的擾乱は小さい。 
 以上のことから，地下調査施設の建設・操業に関わる計画立案，建設・操業時のモニタリング，

処分開始に関わる意思決定に活用可能な汎用的知見として，以下の点が挙げられる。 

・一般的に，地下調査施設建設時に大量の湧水が発生する岩盤では，維持管理期間が長いほど周

辺地下水の水質は大きく変化する（操業期間中に坑道周辺の地下水が浅層水に入れ換わる可能

性が高い）。そのため，坑道掘削開始直後から地下水の水圧・水質の変化を把握するための観測

孔の設置および観測計画が必要になる。観測孔は，高透水性の地質構造（礫岩部や割れ目帯な

ど）に優先配置する。 
・天然バリアとして岩盤の能力を有効利用するためには建設，維持管理期間中に，可能な限り元

の水理化学的状態を乱さないように施工，維持管理を行なうことが重要となる。そのため，地
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下調査施設への排水路となり得る高透水性領域の分布を予測した上で施工時に止水を行ない，

擾乱の程度を最低限に留めることが不可欠となる。坑道への湧水を完全に止水することは突発

湧水の原因となるため安全管理とのトレードオフとなる。湧水に伴う周辺擾乱を低減するため

には，割れ目が少なく低透水性の岩盤の分布を地上からの調査時に評価し，坑道のレイアウト

計画に反映させることが効果的である。 
・混合により水質が変化する環境では，周辺観測点での長期的なデータ取得，多変量解析による

変化プロセスの把握，経時変化量に基づく将来予測により，建設，維持管理時の中長期的な水

質変化を推察可能である。 
・結晶質岩では水理地質学的コンパートメントを，堆積岩においても割れ目帯分布をよく理解し

て坑道レイアウトを立案することが不可欠である。すなわち，水理地質学的コンパートメント

毎にモニタリングを実施することで，影響領域の拡大を防ぐために優先的に閉鎖すべきパネル

区画を判断することができる。 
(2) 地下水の pH・酸化還元電位の短期変動の把握（主に掘削損傷領域（EDZ）における地球化学特性

の短期変動・回復挙動） 
・坑道の維持管理期間中は，セメント材料周辺のアルカリ性地下水が坑道に湧出し，坑外に排出

される一方で，地下水が坑道に湧出しない条件においては，アルカリ性地下水が長期滞留する

ため，地下調査施設周辺に化学環境の不均質性が生じる可能性がある。坑道周辺のアルカリプ

ルーム領域は，物理探査（比抵抗探査など）と水理・化学連成解析が有効である（岩盤物性に

依存するためより多くの適用例が必要）。 
・有機物に富む堆積岩は，坑道から酸素が拡散しても，水－鉱物－微生物反応により，数日で無

酸素状態となる十分な酸化還元緩衝能力を有している（堆積岩においては操業期間程度の間に

坑道周辺が酸化状態になる可能性は低い）。 
以上のことから，汎用的知見として，以下の点が挙げられる。 

・酸化的な地下水が地下調査施設周辺に残留した場合，坑道閉鎖後に早期に還元環境に回復させ

るためには，建設，維持管理時に浸透した相対的に浅部の地下水を坑道閉鎖時に，より還元状

態にある深部の地下水に入れ替える必要がある。また，深度毎の坑道への湧水量，水質を把握

した上で，深部の坑道から還元的な地下水を利用して冠水させるための坑道閉鎖手順を確認し

ておく必要がある。そのためには，酸化的地下水が深部に涵養し地下施設周辺が酸化的になる

前に坑道を閉鎖し，低下した地下水頭を回復させることを念頭においた事前解析が必要となる。 
・低透水性岩盤では，建設，維持管理期間中に坑道周囲に形成される不飽和領域が，閉鎖後，局

所的に残留し，周辺の地質環境特性が不均質化する可能性もある。そのため，坑道閉鎖時に不

飽和状態の回復プロセスについて留意する必要がある。 
 また，第 2 期中期計画においては，結晶質岩，堆積岩中の地下調査施設の建設・操業に関わる

地球化学特性の短期変動・回復挙動の理解に必要なモニタリング技術，解析技術を構築し，それ

に必要な留意点・ノウハウを整理した。地下施設建設・操業（・閉鎖）に起因する地球化学特性

の短期変動に関しては，その変化量が長期的な天然現象に由来する変化量を超えるか否かが重要

性の指標となる（天然現象による変動幅と人為由来の変動幅を比較して保守的に安全評価を行う）。

天然現象による変動（(1)過去～将来の長期変動；4.3 節参照）と人為現象による変動（地下施設

建設・操業・閉鎖時の短期～長期変動）の大小関係は，これまでの知見により媒体や変化要因毎

に表 3.3.4-1 のように整理できる。 
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表 3.3.4-1 地球化学特性の短期変動・長期変動・回復挙動に関わる研究課題 

 
A＞B：地質環境の長期変遷研究に重点を置くべき項目 
B＞A：坑道周囲の地質環境変化プロセスの研究，モニタリングに重点を置くべき項目 
 

 主に「A＞B」とした項目は天然現象による変動を重視すべき項目であり，「B＞A」とした項目，

「？」とした項目が，瑞浪および幌延の深地層の研究施設を活用して行っていくべき重要課題で

ある。例えば，割れ目媒体における地下調査施設の建設・操業時の地下水流動に伴う酸化還元状

態の変化を瑞浪の坑道において詳細に観察・理解する意義として，不確実性を伴う将来の天然現

象に対する地質環境の緩衝能力（頑健性）を提示することが挙げられる。地下調査施設の建設・

操業時の浅層地下水の引き込みによる周辺の地下水の入れ替わりは，長期的な隆起・侵食による

酸化的地下水の浸透や断層形成に伴う酸化的地下水の浸透の加速試験に例えられ，坑道の建設・

維持管理時の周辺モニタリングにより，地下水の酸化が認められない場合は，岩盤が十分な緩衝

能力を持っていることになる。換言すれば，天然現象により施設建設・維持管理時のインパクト

を超えるインパクト（水位低下や地下水入れ換わり，水質変化など）が発生しない限り，酸化還

元状態は変化しないとも言える。また，セメント材料による pH の変化は，天然現象による変化

を大きく上回るものであり，坑道閉鎖後のその長期的な変化量や変化範囲に関わる調査解析技術

の信頼性を明示する必要がある。 
 以上を踏まえて今後は，地層処分場操業時の部分的埋戻しや坑道閉鎖に関する意思決定に反映

するために，地下施設維持管理中の地球化学特性の経時変化の知見を拡充するとともに，坑道閉

鎖（埋戻し）後の地球化学的擾乱・損傷領域（EdZ・EDZ）における地球化学特性の回復，定常化過

程に関わる知見を蓄積し，以下の項目を達成目標としていく。 
・坑道閉鎖時の観測項目，頻度，方法の提示 
・建設・操業時に浸透した浅層地下水を坑道閉鎖時に元来の地下水に置換・回復するための事前

解析方法や適切な部分閉鎖（埋戻し）方法・手順，および浅層地下水が残留した場合の中長期

的な地球化学特性の解析技術。それらの知見に基づく設計・施工方法（影響領域を低減するた

めの優先的パネル閉鎖の考え方など） 
・坑道・グラウト周辺の pH 分布，酸化還元状態の長期変化の観測，坑道閉鎖後の坑道を横切る

地下水流動（動水勾配）に応じた，アルカリプルーム領域の経時変化の予測解析技術 
 以上は，坑道閉鎖を模擬した試験研究による知見のフィードバックや坑道閉鎖時のコンパート
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メント毎のモニタリングの継続により，効率的に成果を得ることができる。 
 
参考文献 
1) SKB : “Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark Main 

report of the SR-Site project. Volume II”, Svensk Kärnbränslehantering AB (2011). 
2) Tsang, Chin-Fu, Bernier, F. and Davies, C. : “Geohydromechanical processes in the 

Excavation Damaged Zone in crystalline rock ,rock salt, and indurated and plastic clays - 
in the context of radioactive waste disposal”, International Journal of Rock Mechanics & 
Mining Sciences Volume 42, Issue 1, pp.109-125 (2005). 

3) 川本康司, 窪島光志, 石橋正祐紀, 鶴田忠彦, 笹尾英嗣, 池田幸喜, 見掛信一郎, 原 郁夫, 山
本 勝  : “超深地層研究所計画瑞浪超深地層研究所  研究坑道の壁面調査データ集 ”, 
JAEA-Data/Code 2012-009 (2012), 47p. 

4) 岩月輝希, 湯口貴史, 大森一秋, 長谷川 隆, 宗本隆志 : “瑞浪超深地層研究所における深度

500m までの地球化学調査および調査技術開発”, JAEA-Research 2013-021 (2013), 43p. 
5) 水野 崇, 青才大介, 新宮信也, 萩原大樹, 山本祐平, 福田朱里 : “瑞浪超深地層研究所の建設

に伴う地下水水質の変化”, 日本原子力学会和文論文誌, Vol. 12, No. 1, pp.89-102 (2013). 
6) （編）中山 雅, 澤田純之, 杉田 裕 : “幌延深地層研究計画 平成 22 年度調査研究成果報告”, 

JAEA-Review 2011-033 (2011), 80p. 
7) （編）中山 雅: “幌延深地層研究計画 平成24年度調査研究成果報告”, JAEA-Review 2013-037 

(2014), 63p. 
8) 南條 功, 天野由記, 岩月輝希, 國丸貴紀, 森川佳太, 村上裕晃, 細谷真一 : “幌延深地層研究

センター東立坑 140m 調査坑道における地下水の地球化学モニタリングに関する研究開発”, 
JAEA-Research 2011-048 (2012), 162p. 

9) 天野由記, 山本陽一, 南條 功, 村上裕晃, 横田秀晴, 山崎雅則, 國丸貴紀, 大山隆弘, 岩月輝

希 : “幌延深地層研究計画における地下水, 河川水および降水の水質データ(2001～2010 年

度)”, JAEA-Data/Code 2011-023 (2012), 312p. 
10) 天野由記, 南條 功, 村上裕晃, 薮内 聡, 横田秀晴, 佐々木祥人, 岩月輝希 : “北海道幌延

地域における深部地下水調査 - 地上からの地球化学調査の妥当性評価と地下施設建設に伴う

地球化学特性変化 - ”, 地下水学会誌, 第 54 巻第 4 号, pp.207–228 (2012). 
11) 岩月輝希, 森川佳太, 細谷真一, 吉川英樹 : “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”, 地下水学会誌, 第 51 巻第 3 号, pp.205–214 (2009). 
12) 日本原子力研究開発機構 : “平成 19 年度 地層処分技術調査等委託費 高レベル放射性廃棄物

処分関連 地下坑道施工技術高度化開発 報告書” (2008). 
13) 日本原子力研究開発機構 : “平成 20 年度 地層処分技術調査等委託費 高レベル放射性廃棄物

処分関連 地下坑道施工技術高度化開発 報告書” (2009). 
14) 日本原子力研究開発機構 : “平成 21 年度 地層処分技術調査等委託費 高レベル放射性廃棄物

処分関連 地下坑道施工技術高度化開発 報告書” (2010). 
15) 日本原子力研究開発機構 : “平成 22 年度 地層処分技術調査等委託費 高レベル放射性廃棄物

処分関連 地下坑道施工技術高度化開発 報告書” (2011). 
16) 日本原子力研究開発機構 : “平成 23 年度 地層処分技術調査等事業 高レベル放射性廃棄物処

分関連 地下坑道施工技術高度化開発 報告書” (2012). 

- 136 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

17) 日本原子力研究開発機構 : “平成 24 年度 地層処分技術調査等事業 高レベル放射性廃棄物処

分関連 地下坑道施工技術高度化開発 報告書” (2013). 
  

- 137 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

3.4 岩盤力学 
3.4.1 はじめに 
 岩盤の力学特性や初期応力状態は，地下調査施設の設計・建設に必須の情報であるとともに，

人工バリアの外側条件となり，安全評価を行う上で重要となる坑道掘削による影響を受けた領域

（EDZ（掘削損傷領域：Excavation Damaged Zone）や EdZ（掘削影響領域：Excavation disturbed 
Zone））の広がりや特性の主たる要因であることが知られている。対象となる岩盤の力学特性や

初期応力状態を把握するために，第 1 段階においてはボーリング調査やコアを用いた試験を実施

し，初期状態を把握することが求められる。第 2 段階および第 3 段階では，坑道内からの調査に

基づき，第 1 段階の予測結果を確認・検証していくとともに，坑道周辺の EDZ のより詳細な情

報を取得することが重要である。岩盤力学に関する調査研究では，地下調査施設の設計・施工に

資する地下空洞の力学的安定性の把握ならびに地下の温度環境の把握という個別目標に対して，

応力場，岩盤の物理・力学特性，地温勾配分布，岩盤の熱特性の把握を課題としている。また，

安全評価に資する EDZ の地質環境特性の把握の個別目標に対して，EDZ の範囲，EDZ の力学特

性と応力状態の把握を課題としている。 
1) 地下空洞の力学的安定性の把握 
 ・応力場の把握 
 ・岩盤の物理・力学特性の把握 
 ・不連続構造などの有無の把握 
2) 地下の温度環境の把握 
 ・地温勾配分布の把握 
 ・岩盤の熱特性の把握 
3) EDZ の地質環境特性の把握 
 ・EDZ の範囲の把握 
 ・EDZ の物理・力学特性の把握 
 ・EDZ の応力状態の把握 
 ・岩盤の熱特性の把握 
A2 群の岩盤力学分野では，3)EDZ の地質環境特性の把握を対象に整理する。 
 
3.4.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画においては，坑道掘削の進展（瑞浪では深度 500m，幌延では深度 350m）に

伴い坑道内からの調査を実施し，応力場ならびに物理・力学特性を把握するとともに，第 1 段階

の予測結果を確認・検証することにより，第 1 段階で適用した調査・モデル化・解析手法の適用

性を確認することが目標である。これについては A1 群で整理した。また，もうひとつの目標と

して，坑道掘削に伴う地質環境の変化を把握することがあげられる。 
表 3.4.2-1 に，第 2 期中期計画における岩盤力学に関する調査研究の反映先，目標とする技術

開発レベルおよび必要な研究開発項目を示す。 
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表 3.4.2-1 岩盤力学に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
3.4.3 実施内容と成果 
(1) EDZ の地質環境特性の把握 
1) 瑞浪 
 第 1 段階では，地表から掘削した MIZ-1 号孔における水圧破砕法による初期応力測定ならびに

コアを用いた物理・力学試験を実施し，これらに基づき EDZ を考慮した MBC モデルを用いた解

析およびクラックテンソルモデルと仮想割れ目モデルを用いた等価連続体解析を行った。これら

の解析では二次元解析（深度 500m，1,000m）および三次元解析（深度 1,000m）を実施し，研

究坑道掘削による坑道周辺岩盤の変位やひずみ，亀裂開口幅の分布，せん断ひずみや局所安全係

数の分布を予測した。 
 第 2 段階では，坑道掘削時の岩盤ひずみを計測する 1)とともに，岩盤変位計測結果と掘削解析

結果を比較し，解析結果の妥当性を確認した 2)。また，立坑壁面の地質観察結果によって取得さ

れた不連続面の幾何学的特性を用いてクラックテンソルの算出を行うとともに，これらの情報に

基づいてクラックテンソルのスケール依存性などを検討し，モデル化手法の基礎的な研究を実施

してきた 3)。 
 得られた成果は以下のとおりである。 
・地表からの調査結果に基づく等価連続体解析の結果，坑道周辺岩盤の変形，応力，掘削の影響

により発生する坑道周辺の亀裂特性は，初期応力状態，既存亀裂および掘削により発生する新

規亀裂の大きさや方向の影響を強く受けることが推定できた。さらに，亀裂開口幅と透水係数

の関係に基づき，坑道周辺岩盤の透水係数の変化を予測した（図 3.4.3-1）。EDZ を考慮した場

合，この領域において最大で 2 オーダー程度の透水係数の増加が予測された。これは，掘削に

伴って発生する坑道壁面に平行な割れ目が透水係数の増加に寄与したものである 4),5),6)。このよ

うに，EDZ をモデル化する場合，亀裂密度が重要となるため，亀裂の長さや間隔などの調査が

重要と言える。 
・換気立坑の深度 200m からの立坑の掘削では，切羽通過前後における応力解放による岩盤ひず

み･変位を計測した（図 3.4.3-2）。岩盤のひずみの量は限界ひずみより小さく，弾性解析によっ

て得られる値と概ね同じオーダーであったが，半径方向のひずみの理論値が伸びであるのに対

して計測値は圧縮であった。したがって，岩盤のひずみ・変位の挙動は，割れ目の挙動に起因

する変形が支配的であったものと推定される 1)（図 3.4.3-3）。 
・坑道壁面の地質観察結果からクラックテンソルを算出し，評価する区間の長さとクラックテン

ソルの相対誤差の関係を検討した結果，坑道の長さに伴うクラックテンソルの相対誤差の変動

の様子を把握することができ，岩盤の力学特性に関する寸法効果を明らかにすることができた。

このことは解析対象領域の大きさにより力学特性に関するパラメータを設定する必要があるこ

とを示唆する。代表要素体積を求めることにより，不連続面を含んだ岩盤を等価連続体として

モデル化できる可能性があることが分かった 3)（図 3.4.3-4，図 3.4.3-5）。 
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図 3.4.3-1 クラックテンソルモデルによる坑道掘削解析の例 
 

  

図 3.4.3-2 立坑掘削に伴うひずみ計測 図 3.4.3-3 解析値と実測値の比較 
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図 3.4.3-4 坑道壁面の不連続面の観察結果 

 

 
図 3.4.3-5 クラックテンソルの相対誤差の収束状況 

 
2) 幌延 
 140m 調査坑道，250m 調査坑道，深度 160m 付近の立坑の 3 か所にて，掘削影響試験を実施

した。140m および 250m 調査坑道での掘削影響試験では，坑道周辺岩盤を対象として，比抵抗，

音響，弾性波の各トモグラフィ調査と，岩盤の水分量，間隙水圧，透水性および変位，支保部材

の応力などの計測を，掘削前から掘削中，その後，年 4 回程度継続的に実施している。250m 調

査坑道における調査レイアウトの概要図を，図 3.4.3-6 に示す。また，同試験を実施するにあたっ

て，可燃性ガス発生下での長期的な弾性波探査を実施するための発振源の開発を試みた。深度

- 141 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

160m 付近の立坑での掘削影響試験では，立坑の掘削前後の透水性などの変化を調査した。得ら

れた成果は，以下のとおりである。 
・可燃性ガス発生下での長期的な弾性波探査を実施することを念頭に，長期間の繰り返し調査に

おいてもほぼ同一の地点を打撃できる点震源と操作性，および，可燃性ガス発生下にて打撃機

構を駆動できる防爆性を有する発振源を開発した 7),8)。 
・140m 調査坑道における掘削影響試験での水分量と間隙水圧の計測結果に基づくと，坑道の掘

削によって，坑道周辺岩盤において，間隙水圧が低下するに従って，地下水からの遊離ガスを

含む不飽和領域が形成されている可能性があることが明らかとなった 9)。 
・250m 調査坑道での掘削影響試験では，図 3.4.3-7 に示す弾性波トモグラフィ調査により同定さ

れる弾性波速度が有意に低下した領域の幅は，2 年間程度のモニタリングにおいて，わずかな

変動が認められるが，掘削直後の幅より大きくなることはなかった 10),11),12)。また，弾性波屈折

法探査，透水試験および数値解析結果に基づくと，掘削による割れ目が顕著に分布する領域は，

坑道壁面から約 50cm～1.5m 程度であり，その範囲内で透水係数が健岩部よりも 2 オーダー程

度増加したことが明らかとなった 13)。図 3.4.3-8 には，数値解析によりマイクロクラックが発

生したと推定される領域を示す。さらに，坑道掘削に伴う切羽と側壁の地質観察において，天

然の割れ目と掘削による割れ目を区別して調査し，坑道周辺岩盤に分布する割れ目の概念モデ

ルを図 3.4.3-9 のように構築した 14)。 
・東立坑の深度 160m 付近にて，立坑掘削に伴う立坑周辺岩盤の透水性の変化を計測した。その

結果，立坑掘削後は，壁面より約 1m 以内で，透水係数が 1 オーダー程度上昇した 15)。 
・長期の岩盤の変位を計測するために，FBG（Fiber Bragg Grating）光ファイバセンシング技

術を用いた多段式岩盤内変位計を開発した 16)。現在，その性能を確認するために，立坑の深度

160m 付近にて，電気式岩盤変位計と併せて設置し，モニタリングを実施中である。 
 

 
図 3.4.3-6 坑道での掘削影響領域調査 
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図 3.4.3-7 250m 調査坑道での弾性波トモグラフィ調査結果 
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図 3.4.3-8 坑道周辺岩盤内応力の解析結果 10) 

 

 
図 3.4.3-9 坑道周辺の割れ目分布の概念モデル 14) 

 
3) 汎用的な成果 
 瑞浪および幌延で適用したモデル化や掘削解析技術あるいは EDZ を把握する調査手法につい

ては，対象とした岩盤は硬岩と軟岩という違いがあり，例えば，モデル化においてはクラックテ

ンソルなどの割れ目の幾何学的特性などを考慮できる手法と堆積岩を対象とした場合に適用され

る弾塑性モデルといった違いはあるものの，それらを含めて，ほとんど全ての岩種に適用できる

汎用的な技術と言える。 
 
3.4.4 まとめと今後の課題 
 EDZ の地質環境特性の把握という課題に対して，瑞浪においては坑道掘削に伴う周辺岩盤のひ

ずみや変位を計測し，掘削影響の範囲について把握した。また，等価連続体モデルを用いた岩盤

のモデル化手法について検討し，モデル化にあたって考慮すべき事項について考察した。幌延に
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おいては間隙水圧計側，トモグラフィ調査，透水試験などを実施し，EDZ の範囲と特性，経時変

化を把握するとともに，可燃性ガスの発生に対応した機器開発を実施した。また掘削によって生

じた割れ目を観察し坑道周辺の割れ目分布の概念モデルを構築した。 
 このように，EDZ に関する調査を実施し，その特性と広がりについての情報を取得するととも

に，発生のメカニズムに関する知見が得られつつある。 
 今後の課題としては，以下が考えられる。 
 ・EDZ の連成挙動の理解 
 ・熱応力負荷などによる破壊現象のモデル化，計測事例の提示 
 ・坑道閉鎖（埋戻し）時の EDZ の挙動の把握，推定方法の高度化 
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3.5 物質移動 
3.5.1 はじめに 
 物質移動の研究では，岩盤および地下水による物質移動の遅延効果を把握することを目的に，

以下の(1)～(3)の課題 1)（図 3.5.1-1）および安全評価研究に資する物質移動の調査評価技術の構

築や体系化の観点から(4)の課題について取り組んできている 2),3)。 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の把握 
 地層処分の安全評価の観点から，岩盤の収着・拡散特性を把握することが重要である。また，

その特性に関して信頼性の高いデータを精度よく取得する技術および解析・評価技術の構築も併

せて必須の項目である。 
(2) 物質移動場の把握 
 地層処分の安全評価の観点から，物質移動の場となる地質・地質構造，地下水水圧や岩盤の透

水性，地下水水質分布について，それぞれの初期状態を把握する必要がある。また，それらを把

握するために信頼性の高いデータを精度よく取得する技術および解析・評価技術の構築も併せて

必須の項目である。 
(3) コロイド／有機物／微生物の影響の把握 
 地質環境中のコロイド／有機物／微生物の存在が岩盤中の物質移動特性に与える影響は多種多

様であることから，具体的な地質環境が与えられた際にその要因を把握可能な個別の要素技術の

開発およびそれらの調査・解析・評価技術の体系化が，地質環境の初期状態の理解にとって重要

である。 
(4) 物質移動特性の解析評価技術の構築 
 地層処分の安全評価の実施の観点から，また地質環境中の物質移動特性の予測や原位置・室内

試験の条件設定への反映の観点から，取得された物質移動特性に関するデータに基づき，地質環

境中で生じる物質移動現象を適切に把握するための解析評価技術を構築することは重要である。 
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図 3.5.1-1 物質移動特性に関する研究課題（統合化データフロー）1) 

 
3.5.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 実際の処分事業におけるサイト選定，地下調査施設建設，処分開始，廃棄体定置終了・最終閉

鎖などに関する意思決定に反映可能な成果や科学的知見の提示が深地層の研究施設での研究で求

められる。その観点から，地質環境の短期変動・回復挙動の理解に関して，地下調査施設建設お

よび処分開始に関する意思決定を反映先とした物質移動の研究において目標とする技術開発レベ

ルとしては，岩盤中において物質移動に関して好ましい処分孔レイアウトなどを提示できる調査

評価技術を構築し，その適用性を原位置において確認することであり，地質環境中の物質移動特

性やその不均質性を精度よく把握するための調査から解析・評価までの一連の技術を体系化する

ことである（表 3.5.2-1）。 
 第 2 期中期計画期間中には，上述の(1)～(4)の課題に取り組むために，瑞浪では深度 500m，幌

延では深度 350m まで掘削された立坑および水平坑道において調査研究を行い，物質移動に関す

る室内試験，原位置試験，モデル化・解析に着手し，原位置におけるデータや知見の蓄積を開始

した。 
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表 3.5.2-1 物質移動に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
3.5.3 実施内容と成果 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の把握 
 岩盤中の物質移動特性を把握することを目的に，関連する各種パラメータを非収着性および収

着性トレーサーを用いた原位置試験により取得する技術の開発を行った。間隙水圧の高い地下深

部やガスが溶存する地下水環境，性質の異なる岩盤からなる地質環境など，多様な地下環境に対

応可能な原位置物質移動試験装置と試験手法の構築およびトレーサーの原位置分析技術の開発を

瑞浪と幌延の施設を利用して行い，その適用性を確認した。地下環境における物質移動は岩盤へ

の物質の収着現象や岩盤中での拡散現象，地下水流動に伴う物質の移流現象などが複合的に関わ

る現象であることから，ここでは収着・拡散特性に加え，移流による物質移動特性の把握技術の

開発も対象としている。 
1) 瑞浪 
 結晶質岩の亀裂を対象とした原位置物質移動試験に着手した。具体的には，電力中央研究所（以

下，電中研）が開発した試験装置の実際の地下環境での適用性を検討するため，深度 300m ステー

ジにおいて原位置試験に着手した。複数のボーリング孔を掘削し，それらを用いた地質学的調査

および水理学的調査を行い，トレーサーを使用した原位置物質移動試験の試験対象領域を評価・

選定するための基礎データを取得した 4)。また，亀裂の特性と物質移動パラメータとの関係を詳

細に把握することなどを目的として，コアを利用した室内における透過拡散試験を実施した 5),6)。 
2) 幌延 
 既存の孔間水理試験装置にトレーサーの注入・回収機構を付加することにより，トレーサーを

用いた原位置物質移動試験を実施可能な試験装置を構築した 7),8),9)（図 3.5.3-1）。その装置を用い

た原位置試験として，ボーリング孔掘削からコア観察，各種物理検層，流体検層，単孔式および

孔間透水試験を経てトレーサー試験までの一連の物質移動試験を 250m 調査坑道において岩盤中

の亀裂を対象に実施した。原位置試験では，試験装置および試験手法の構築と原位置適用性確認

を目的に，トレーサーの注入流量，揚水流量やトレーサー濃度などの条件を変化させながら繰り

返して試験を行った 7),9)（図 3.5.3-2）。坑道周辺のガスが溶存した地下水環境下での試験への適用

のため，試験に利用するボーリング孔内の試験区間からガスを排出する機構およびその試験区間
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での遊離ガス発生を抑制するための試験装置設置手順を構築した（図 3.5.3-3）。これにより，溶

存ガス環境下においても原位置物質移動試験の実施および有効なデータの取得が可能となった。

また，溶存ガス影響の排除効果を試験区間の区間内流体圧縮率から確認することにより，溶存ガ

ス環境下での試験結果の信頼性を向上させることが可能となった 10)。これらの結果に基づき，原

位置試験実施箇所周辺の地下環境中では注入系の透水試験と低流量の注入・揚水かつダイポール

比（揚水流量に対する注入流量の割合）が 1 でのトレーサー試験の実施が有効であることが示さ

れた 7)。 
 トレーサーの原位置分析技術開発としては，注入・揚水両ボーリング孔の試験区間内に光ファ

イバーを介したオンライン蛍光分析用のフローセルを配置する機構を構築し（図 3.5.3-1），ウラ

ニンを用いた繰り返し試験により原位置分析技術の堆積岩環境への適用性を確認した 7),9)。回収

側フローセルでの分析値が揚水試料の分析値と異なり，フローセル内のマイクロバブルによる蛍

光散乱が考えられたが，揚水試料のオフライン分析を併用した原位置分析値の補正により有効な

データが取得可能なことを確認した 7),9)。また，非収着性トレーサーとしての重水素の適用性を

検討した（図 3.5.3-4）。フローセルでのオンライン分析技術の適用を視野に，重水素の吸光光度

計による濃度分析を実施し，原位置試験でトレーサーとして重水素を適用できる見通しを得た。

一方で，オンライン分析を想定した場合に光路長の増大や散乱した光の集積による分析精度の向

上などが課題であることが示された 7),9)。 
 

 
図 3.5.3-1 トレーサーを用いた原位置物質移動試験装置概念図 8) 
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図 3.5.3-2 繰り返し試験による試験結果の再現性確認結果の例 9) 
 

 
図 3.5.3-3 遊離ガス発生を抑制するための試験装置設置手順 10) 
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図 3.5.3-4 ウラニンと重水素を用いたトレーサー試験の例 9) 

 
(2) 物質移動場の把握 
 物質移動場となる移動経路を把握するための調査技術の開発を行った。岩盤中において，物質

が移動可能な経路は岩石のマトリクスに存在する鉱物粒子や砕屑粒子の間隙や岩盤中に存在する

割れ目や不連続構造などの連結した間隙である。ここでは，そのうちで移流による比較的速い物

質移動が生じる可能性があると考えられる割れ目や不連続構造に注目し，岩盤中に認められるそ

れらの類型化を通じて，物質移動特性を把握すべき対象を明確化した。 
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1) 瑞浪 
 地上からのボーリング調査，研究坑道掘削時の調査，研究坑道からのボーリング調査の結果か

ら，物質の移動経路となり得る断層や割れ目を抽出した。これらの断層や割れ目を，主に地質学

的な観点から充填鉱物の種類・有無，割れ目近傍の母岩の変質の程度・色調，透水性，断層・割

れ目の形成時期などに着目して，5 つのタイプに分類した 6)（表 3.5.3-1，図 3.5.3-5）。今後は，

これらの割れ目や断層などの不連続構造に着目した原位置試験，室内試験，モデル化を進めてい

く。 
 

表 3.5.3-1 土岐花崗岩中の割れ目などのタイプ分け 

 
 

 
図 3.5.3-5 土岐花崗岩中の割れ目などのタイプ分けの概念 

 
2) 幌延 
 地上からのボーリング調査，坑道掘削時の調査，坑道からのボーリング調査の結果から，物質

の移動経路となり得る不連続構造を抽出した。ここでは，割れ目の形成メカニズム（引張性とせ
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ん断性），せん断割れ目を伴う断層岩の有無 11)，シアバンド形成の有無 12)などに着目して，抽出

された不連続構造を地質学的な観点から 4 つに類型化した（図 3.5.3-6）。 
 

 
図 3.5.3-6 幌延地域の堆積岩から抽出された地質学的な不連続構造 

（a，c，d：Ishii et al., 201011)；b：Ishii et al., 201112)） 
 
(3) コロイド／有機物／微生物の影響の把握 
 地質環境中における物質移動に寄与する現象として，コロイド／有機物／微生物の影響を把握

するための調査技術の開発を行った。岩盤中において物質が移動する際の媒体は地下水であるこ

とから，ここでは地下水－岩石－コロイド／有機物／微生物の相互作用と物質（溶質）の移動特

性に着目し，地下環境中で生じている現象の把握と，そのための調査・分析技術の構築を行った。

これにより，地下水中のコロイドが物質移動現象に及ぼす影響は元素の種類やコロイド生成環境

により異なることが明らかとなり，地下水中の有機物に着目した拡散系においては物質の収着・

拡散現象をモデル化することが可能となった。また，地下水中の微生物活動が物質移動現象に及

ぼす影響を評価するための調査・分析手法を整備し，バイオフィルムが拡散・収着現象に与える

影響を把握した。 
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1) 瑞浪 
 物質移動に対する地下水中のコロイドの影響を把握するための原位置調査技術の開発として，

坑道から掘削したボーリング孔において，湧水圧を利用した限外ろ過法により地下水中のコロイ

ドを捕集するシステムを構築し，原位置調査への適用性を確認した 13)。このシステムでは，地下

水と装置が接触する部分を不動態化処理することにより，部材からの鉄の溶出を低減している。

地下水中の有機物の影響に関する調査では，放射性核種のアナログ元素として有効な希土類元素

に着目した調査を実施した。地下水中のコロイドを限外ろ過法によりサイズ分画した上で，サイ

ズ分画ごとの希土類元素濃度の分析を行った。その結果，熱力学計算に基づいて，希土類元素は

有機物（フミン酸）と錯体を形成し，かつコロイド態で地下水中に存在することが示された 6),14)

（図 3.5.3-7）。地下水中の微生物の影響に関しては，その調査時のボーリング掘削水による地下

水の汚染が調査結果に影響を与えるため，ボーリング掘削水を紫外線で減菌してから使用するシ

ステムを構築し（図 3.5.3-8），現場調査に適用した。ここで構築したシステムの適用により，掘

削水中の生菌数をシステム適用前の 1/4～1/5 に低減することが可能となった。また，微生物の影

響の把握として，地下水中の微生物の活性を評価することを目的に，地下水に種々の電子供与体

を添加して微生物の遺伝子解析を実施した。その結果，添加する電子供与体の種類により優勢と

なる微生物種が異なることが明らかとなった 6),15)（図 3.5.3-9）。 
 

 
図 3.5.3-7 サイズ分画ごとの希土類元素の分布測定結果 

 

 
図 3.5.3-8 ボーリング掘削水滅菌システム 
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図 3.5.3-9 地下水中の微生物群衆解析結果 

 
2) 幌延 
 地下水中のコロイドが物質移動に及ぼす影響の把握として，地下水中での元素の存在形態や移

動挙動を理解することを目的に，採取した地下水中の天然コロイドとマイナーアクチノイド（以

下，MA）のアナログ元素として有効な希土類元素などとの相互作用について検討した。その結

果，地下水中のコロイド粒子は主にケイ酸塩鉱物，リン酸塩鉱物，炭酸塩鉱物，硫酸塩鉱物など

で構成され，重希土類元素と比較して軽希土類元素の方がよりコロイドに分配されやすいことが

示された 16)。また，地下水中の多価金属イオン（ウラン，トリウム，希土類元素）の状態を評価

するために高塩分濃度の地下水の分析前処理法および質量分析による定量法を構築した 17)（図

3.5.3-10）。その手法による試験結果からは，ウランやトリウムの 4 価イオンはコロイド生成や地

下水中の天然有機酸との相互作用により見かけの溶解度が上昇している可能性があることから，

溶存状態に関するより詳細な検証の必要性が示された 17)。また，有機物を考慮した実験結果によ

り，坑道周辺の地下水環境では MA はリン酸塩沈殿の形成によりその溶解度が制限され，微量部

分がフミン物質などと疑似コロイドを形成して地下水中を移動する可能性が示唆された 18),19)。放

射性核種の地下環境での移動挙動の解明を目的に研究坑道で採取した地下水中に含まれるコロイ

ドとイオンをサイズ排除クロマトグラフィと元素分析を組み合わせた手法により同時定性分析し

た結果（図 3.5.3-11），ウランがアルカリ金属やアルミなどの金属元素を含まない低分子シリカに

結合していることや有機物コロイドには地層処分で重要なセレン，ストロンチウム，ヨウ素，セ

シウム，トリウムやウランなどの元素が全く含まれていないことが示された 20)。天然水中で，コ

ロイドではなく低分子シリカがウランを移動させるキャリアーとなっていることを本研究が初め

て明らかにした。 
 地下水中の有機物の影響に関しては，地層処分システムの性能評価上重要なシナリオとなるか

否かを定量的に判断するための調査・評価手法の開発を目的に，幌延の地下水から分離・精製し

た溶存腐植物質（図 3.5.3-12）および堆積岩の特性調査・評価とともに，これらを用いた試験・

研究から現実的なモデルの検討を行った（図 3.5.3-13）。幌延で採取した地下水から分離・精製し

た腐植物質と Eu3+錯形成データと既存のモデルパラメータによるシミュレーション値との比較

21),22),23),24)や，元素－腐植物質錯体の堆積岩に対するマトリクス拡散の可能性を検討するための室

内拡散試験 23),25)（図 3.5.3-14）の結果から，元素－有機物－母岩の三元系における三価元素の収

着が有機物との錯平衡モデルと岩への収着モデルとを統合する加成則アプローチでモデル化可能

であることや，三元系における腐植物質錯体の堆積岩内部へのマトリクス拡散は無視できるほど

に小さいことが示され，三元系における三価元素のマトリクス拡散は有機物との錯形成モデルと

岩への収着・拡散モデルで記述できる可能性が指摘された 22),26),27)。一方で，幌延の地下水試料に

ついて得られたこれらの知見が必ずしも全ての地下水有機物の系に対して有効とは限らず，一般

化に向けたさらなる研究展開の必要性も指摘された 27)。 

- 156 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

 地下水中の微生物の影響に関しては，微生物による地下水化学の変化やバイオフィルムの形成

が物質移動や地層処分システムの安全機能に及ぼす影響の把握を目的に，調査・分析手法の開発・

整備を行った。坑道周辺から採取した堆積岩・地下水試料を用いて酸化還元条件を変化させ，条

件に対する微生物影響の調査と微生物影響評価モデル解析との比較検討を実施した（図 3.5.3-15）。
地下環境の酸化還元状態の変化への微生物活動の関与は室内試験・解析結果から確認されてい

る 28)が，原位置での地下水－岩石－微生物反応の評価が重要であることから，ボーリング孔を利

用して構築した孔内部・坑道部の循環ライン上で水質をモニタリング可能な分析システムにより

原位置試験を実施し，その原位置適用性を確認した 23)。この分析システムでは，加圧ろ過タンク

の導入による循環試験水体積の追加により，試験開始後の定期的な地下水試料採取時のモニタリ

ングへの影響の低減と分析用試料量の十分な確保が可能となった（図 3.5.3-16）。試験の結果，地

下環境が大気に暴露されると間隙水は酸化状態となり pH は上昇するが，電子供与体が十分量あ

る条件下では，大気と遮断されると，地下水が酸化的に変化した場合においても微生物作用によ

り速やかに還元状態へ回復する可能性が高いことが示された。バイオフィルムの形状観察結果か

らは，バイオフィルム中の菌体密度差によるチャネル構造が物質移動に影響を及ぼしていること

が示された（図 3.5.3-17）。拡散試験・収着試験（図 3.5.3-18）からは，バイオフィルムが岩石表

面を覆うことによって元素はバイオフィルムにゆっくり拡散されるが，非常に高濃度に収着され

た後，岩石へとマトリクス拡散されることが推定された 29)。 
 

 
図 3.5.3-10 地下水中の希土類元素の規格化濃度の比較例 17) 
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図 3.5.3-11 サイズ排除クロマトグラフィと元素分析を組み合わせた手法による 

同時定性分析の例 20) 
 

 
図 3.5.3-12 幌延で採取した地下水から分離・精製した腐植物質 29) 
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図 3.5.3-13 元素－有機物－堆積岩三元系における収着挙動の概念図 9) 
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図 3.5.3-14 腐植物質共存下における Eu と Th のトレーサー試験結果の例 23) 

（○：減衰曲線，□：破過曲線） 
 

- 160 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

 
図 3.5.3-15 地質環境中での物質移動現象に及ぼす微生物影響の概念図 29) 

 

 
図 3.5.3-16 孔内部・坑道部の循環ライン上で水質モニタリング可能な分析システム 23) 

（赤丸部は導入した加圧ろ過タンク） 
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図 3.5.3-17 幌延より採取したバイオフィルムの共焦点レーザー顕微鏡による拡大図 24) 

 

 
図 3.5.3-18 バイオフィルムへの Cu2+の拡散試験結果の例 27) 

（A：減衰曲線と破過曲線，B：破過曲線と近似曲線） 
 
(4) 物質移動特性の解析評価技術の構築 
 物質移動特性の解析評価技術として，安全評価研究への直接的・間接的反映を視野に，調査計

測・モデル化・パラメータ設定・評価などの手法や方法論の開発・構築を行い，割れ目の透水不

均質性を考慮した物質移動解析や原位置試験で得られたデータに基づく物質移動の割れ目面内で

の不均質挙動のモデル化により原位置試験計画立案方法を検討し，試験計画を詳細化した。 
1) 幌延 
 割れ目の透水不均質性を考慮したモデルを用いたダイポールトレーサー試験シミュレーション

を実施し，割れ目内の不均質な透水性の分布や試験スケール，バックグラウンドの地下水流動な

どが試験結果に及ぼす影響を検討した（図 3.5.3-19）。検討の結果，割れ目面内の透水不均質性に

よらず，1 次元モデルで同定された分散長が 2 次元モデルで同定された値よりも大きくなり，バッ

クグラウンドの地下水流動が孔間の方向に対して直交する場合には，ダイポール比（揚水流量に

対する注入流量の割合）と動水勾配が大きいほど，この傾向は大きくなることが明らかとなった。

さらに，バックグラウンドの地下水流動が小さい場において，ダイポール比が小さく，かつ孔間

の方向がバックグラウンドの地下水流動に平行となる条件の場合に，1 次元平行平板モデルを用

いた解析による試験結果の評価時に不確実性を低減できることが示された 30),31),32),33),34)。また，

250m 調査坑道で実施した原位置物質移動試験 7),9)の結果を基に，1 次元解析解を用いた解析 35),36)

（図 3.5.3-20）や，孔間の非対称な透水性やトレーサー試験条件と回収率の関係に基づく割れ目
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面内の物質移動不均質性の検討 37)を実施した。これらの結果からは，割れ目面内のトレーサーの

移動経路として 2 経路以上の複数経路の存在が示唆され，割れ目面内における物質移動経路の把

握とモデル化の重要性が示された。これらの研究結果を参考に，物質移動に関わる幌延地域の地

質環境を考慮して，拡散系を対象とした健岩部における原位置拡散試験，移流・分散系を対象と

した割れ目帯における原位置ダイポール試験，割れ目面内の不均質性評価と収着・マトリクス拡

散を対象とした単一割れ目における原位置トレーサー試験の計画を詳細化し，350m 調査坑道で

の原位置試験に着手した 38)。 
 

 
図 3.5.3-19 ダイポールトレーサー試験シミュレーション結果の例 

（左：割れ目内の透水不均質性として 2 次元平行平板割れ目モデルに発生させた透水量係数分布，右：その割れ

目を使ったシミュレーションによるトレーサー濃度分布【ダイポール比：0.2，バックグラウンドの地下水流動方

向：注入孔→揚水孔，動水勾配：0.1】） 
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図 3.5.3-20 1 次元物質移行モデルによる逆解析の例 36) 

（左：1 経路モデル，右：2 経路モデル） 
 
3.5.4 まとめと今後の課題 
 物質移動に関する地上からの調査，坑道の掘削を伴う調査および坑道を利用した調査により得

られた地質環境の短期変動・回復挙動の理解に関わる技術的知見を以下にまとめる。 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の把握 
・坑道内において，結晶質岩中の亀裂を対象とした原位置物質移動試験に着手し，試験対象領域

を評価・選定するための原位置基礎データを取得するとともに，亀裂の特性と物質移動パラメー

タの関連を評価するための室内透過拡散試験を開始した。（瑞浪） 
・坑道内において，堆積岩中の割れ目を対象とした原位置物質移動試験を実施し，試験装置およ

び試験手法を構築するとともに，それらの原位置適用性を確認した。（幌延） 
・既存の水理試験装置をベースに，トレーサーを用いた原位置物質移動試験を実施可能な試験装

置を構築した。（幌延） 
・トレーサーの原位置分析技術開発として，注入・揚水両ボーリング孔の試験対象区間位置での

フローセルによるオンライン蛍光分析を採用し，原位置分析技術の堆積岩環境への適用性を確

認した。（幌延） 
・非収着性トレーサーとして使用した重水素に対して吸光光度計による濃度分析を実施し，フロー

セルによるオンライン分析技術に適用可能な見通しを得た。（幌延） 
・溶存ガスの存在する堆積岩環境下での原位置物質移動試験の実施に有効な試験方法を提示し，

装置開発・分析技術開発と合わせて，溶存ガス環境下での信頼性の高いデータ取得が可能となっ

た。（幌延） 
(2) 物質移動場の把握 
・物質の移動経路となり得る地層中の不連続構造に着目して瑞浪では 5 つ，幌延では 4 つに不連

続構造を類型化し，物質移動特性を把握すべき対象を明確化した。（共通） 
(3) コロイド／有機物／微生物の影響の把握 
・湧水圧を利用した限外ろ過法により地下水中のコロイドを捕集するシステムを構築した。（瑞浪） 
・地下水中の多価金属イオンの状態を評価するための高塩分濃度の地下水の分析前処理法および

定量法の構築を行い，それらの原位置調査への適用性を確認した。（幌延） 
・地下水中の希土類元素は有機物と錯体を形成し，かつコロイド態で地下水中に存在することを

示した。（瑞浪） 
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・地下水中のコロイドと元素の相互作用の検討から，地下水中のコロイド粒子は主にケイ酸塩鉱

物，リン酸塩鉱物，炭酸塩鉱物，硫酸塩鉱物などで構成され，重希土類元素と比較して軽希土

類元素の方がよりコロイドに分配されやすいことを明らかにし，元素の溶存状態についてのさ

らなる検証の必要性を示した。（幌延） 
・地下環境での移動挙動として，天然水中でコロイドではなく低分子シリカがウランを移動させ

るキャリアーとなっていることを初めて明らかにした。（幌延） 
・元素－有機物－母岩の三元系において，三価元素の収着は加成則アプローチでモデル化可能で

あることや，三価元素のマトリクス拡散は有機物との錯形成モデルと岩石への収着・拡散モデ

ルで表現できる可能性を示した。（幌延） 
・幌延で採取した地下水中の腐植物質は日本国内の他の地下水腐植物質と同様の性質であること

が明らかにされ，地下水中の有機物に関する研究成果の汎用性の高さが示唆された。（幌延） 
・ボーリング掘削水を紫外線で減菌してから使用するシステムを構築して原位置試験での適用性

を確認し，地下水中の微生物の影響に関する原位置調査時のボーリング掘削水が調査結果に与

える影響を低減可能となった。（瑞浪） 
・ボーリング孔内と坑道部の循環ライン上で原位置水質モニタリングが可能なシステムの原位置

適用性を確認し，定期的な地下水試料採取によるモニタリング結果への影響の低減と分析用試

料量の十分な確保が可能となった。（幌延） 
・地下水中の微生物は添加する電子供与体の種類により優勢となる種が異なり，電子供与体が十

分量ある条件下では，地下環境を酸化状態から還元状態へ速やかに回復させる可能性が高いこ

とを示した。（共通） 
・バイオフィルム中の菌体密度差が物質移動に影響することや，バイオフィルムが岩石表面を覆

うことにより元素の岩石へのマトリクス拡散が緩衝されることを示した。（幌延） 
(4) 物質移動特性の解析評価技術の構築 
・割れ目の透水不均質性を考慮したトレーサー試験のシミュレーションに基づき，1 次元平行平

板モデルを用いた解析による試験結果の評価時に，不確実性を低減可能な試験条件を提示した。

（幌延） 
・原位置物質移動試験結果から，岩盤中の割れ目面内の物質の移動経路として 2 経路以上の複数

経路の存在を明らかにし，岩盤中の割れ目面内における物質移動経路の把握とモデル化の重要

性を示した。（幌延） 
・上記の成果や幌延地域の地質環境を参考に，幌延の 350m 調査坑道における原位置物質移行試

験の計画を詳細化し，試験に着手した。（幌延） 
 物質移動に関する研究については，上述の研究成果を踏まえて，岩盤中の物質移動に寄与する

現象や物質移動特性を適切に把握するために必要な調査技術と解析評価技術についての研究開発

を継続することが，今後の課題として重要である。今後の研究計画で対象とすべき課題を表

3.5.4-1 に示す。 
 岩盤の収着・拡散特性の把握については，地下水・岩石に対する各トレーサーの適用性や適用

可能範囲の把握，また，地質環境と原位置試験手法の適切な組み合わせや，それに応じた分析手

法の整備，さらにそれらの試験実績の蓄積が具体的な課題である。多様な地質環境中の物質移動

特性を把握可能な原位置調査技術の構築と試験手法・分析手法・解析評価手法の整備が必要であ

る。 
 物質移動場の把握については，物質移動に寄与する割れ目や不連続構造の抽出および岩盤中で
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のそれらの分布状況の把握，また，そこで生じている物質移動現象の把握が具体的な課題である。

物質の移動経路となる構造を理解し，それらを抽出・把握するための調査技術開発が必要である。 
 コロイド／有機物／微生物の影響の把握については，原位置・室内試験に基づくコロイド／有

機物／微生物の物質移動現象への影響に関するデータの蓄積や，不確実性の小さな原位置試験

データ取得のための調査技術開発，また，地下水中での元素の溶存状態の詳細な検証やコロイド

／有機物／微生物と物質移動に関するこれまでの研究成果の汎用性についての研究展開が具体的

な課題である。物質移動特性に寄与する要因を把握するための原位置・室内調査技術の開発が必

要である。 
 安全評価研究に資する物質移動特性の解析評価技術の構築や体系化については，原位置トレー

サー試験の実施と，その結果に基づく物質移動評価および安全評価手法の実際の地質環境への適

用性確認や，物質移動評価技術の確立と安全評価研究への反映が具体的な課題である。安全評価

手法やモデルの構築・高度化のための実際の地質環境からのデータ提供と成果の反映が必要であ

り，坑道での研究を通じた事例の提示が必要である。 
 物質移動に関する研究は，深地層の研究施設計画 39),40)における第 3 段階の重要な研究課題とし

て位置づけられている。瑞浪および幌延では，原位置試験を実施するための水平坑道などの整備

が進みつつあり，第 2 期中期計画期間内においては，原位置での物質移動に関する研究に着手し

たところである。今後，物質移動試験などの原位置試験を本格的に実施し，割れ目ネットワーク

のモデル化やそれを踏まえた物質移動解析などを進めていく。その成果を踏まえて，研究坑道建

設に伴う地質環境の擾乱による物質移動特性の影響評価や，長期にわたる地質環境の変化に伴う

物質移動特性の変化に関する評価を進めていく。 
 

表 3.5.4-1 次の研究計画において対象とすべき課題 
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3.6 深地層における工学技術 
3.6.1 はじめに 
 坑道の施工・維持・管理において適用した工学技術の有効性を確認するとともに，それらの高

度化を図る。また，実際の地質環境が推定結果と大きく異なる場合や，想定外の事象に遭遇した

場合などにおいては，設計および施工計画の変更に対処できることを示す。また，掘削中の坑道

内の安全を確保するための技術を整備する。以上をとおして，大深度での地下施設の設計・施工

計画構築技術の妥当性や，建設技術，施工対策技術および安全確保技術の適用性を段階的に評価

し，体系化した深地層の工学技術の基礎を提示する。 
 深地層における工学技術研究では，大深度地質環境下における工学技術の有効性の確認という

個別目標に対して，(1)設計・施工計画技術の開発，(2)建設技術の開発，(3)施工対策技術の開発，

(4)安全性を確保する技術の開発，の 4 つの課題を設定している。A1 群では，(1)設計・施工計画

技術の開発を対象としており，A2 群では，(2)建設技術の開発，(3)施工対策技術の開発，(4)安全

性を確保する技術の開発を対象としている。 
 
3.6.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画期間中に，坑道の施工・維持・管理において適用した工学技術の有効性を確認

するとともに，それらの高度化を図る。瑞浪においては深度500mまで，幌延においては深度350m
までの坑道掘削に適用した技術の有効性を確認する。表 3.6.2-1 に，第 2 期中期計画における深

地層における工学技術研究のうち，A2 群の対象となる(2)建設技術の開発，(3)施工対策技術の開

発，(4)安全性を確保する技術の開発に関する反映先，達成目標および必要な研究開発項目を示す。 
 

表 3.6.2-1 深地層における工学技術に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
3.6.3 実施内容と成果 
(1) 地下施設の建設技術 
1) 瑞浪 
 瑞浪においては，立坑掘削技術として変則ショートステップ工法を採用している。通常の立坑

掘削では，1回の発破作業で1回の覆工コンクリートを打設するショートステップ工法が主流であ

るが，今回の工事では2回（1.3m×2回）の発破作業ののちに覆工コンクリートを1回（2.6m）打

設するという掘削サイクルを採用した。これにより，覆工などの坑内作業や立坑壁面観察のため

の段取りの2回分を1回分にすることで時間を短縮しつつも，壁面が著しく高くならないように安

全も確保した。設計時のサイクルタイムと実績のデータを比較・検討することで，採用した変則

ショートステップ工法の有効性を評価した。得られた知見は以下のとおりである1),2),3),4),5)。 
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・工種ごとのサイクルタイム全体に占める割合については，主立坑では岩盤が脆弱であったため，

削孔・装薬・発破の実作業時間が設計値より短縮されており，全体に占める割合も低減してい

るものの，覆工とその他が大幅に増加している。その他については，設計では見込んでいない

設備の故障・修理，補助工法，スカフォード移動のための時間が大幅に増加している。覆工の

増分については，設計では見込んでいない仮設中継ポンプ座用の箱抜き型枠を設置する作業の

ためにサイクルタイムが大幅に増加しているが，これらの作業がないサイクルにおいても定常

的に設計値より大きくなっている。この要因としては，ズリの積み込み時間が設計値を上回っ

ていることが想定されるため，これについては改善が必要と考えられる。設計では想定してい

なかった，その他に含まれる事項の取扱いについても見直すべきと考えられる（図3.6.3-1）。 
・各工種ともに，深度の増加とともにサイクルタイムが大幅に増加している項目は見られず，増

減がほとんどないかむしろ減少している項目も認められた。これについては，深度増加に伴う

サイクルタイムの増加を作業の習熟による短縮が上回ったものと考えられる（図3.6.3-2）。 
・換気立坑においては健岩部を掘削しているが，主立坑と同様にサイクルタイムが大幅に増加し

ている。この原因としては，当初想定していた深度の増加よりも，安全上付加された事項（キ

ブルの運転速度の制限，コソク作業の重機化など）や機械保守（掘削機やポンプなど），発破の

施工数（発破孔の数量や長さ）に依存していることが明らかになった。 
・ショートステップによる発破工法は，主立坑と換気立坑で現れている地質性状が大きく異なる

岩盤に対して適用され，大きなトラブルもなくほぼ計画とおりの進行をあげていることから幅

広い地質環境に適用可能な工法と評価できる。 
 

  
図 3.6.3-1 サイクルタイム実績 

（瑞浪：主立坑） 
図 3.6.3-2 サイクルタイム設計・実績比較 

（瑞浪） 
 
2) 幌延 
 幌延においては，2014 年 6 月までに，換気立坑と東立坑を深度 380m まで，西立坑を深度 365m
まで掘削し，140m，250m，350m の調査坑道を整備した。この坑道の掘削のうち，深度 250m

- 171 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

以深の立坑掘削において，立坑の掘削径以上の拡がりを有する割れ目の出現や地山強度比の低下

に伴って，立坑の掘削に伴う壁面の崩落現象が断続的に生じた。立坑の施工において，立坑壁面

の地質観察と併せて，その壁面の三次元形状を三次元レーザースキャナにて測定した。また，い

くつかの断面において，覆工コンクリート内の応力や壁面周辺岩盤の変位を計測した。得られた

成果は以下のとおりである。 
・立坑の施工において壁面に崩落が起きやすい個所は，初期応力の最小主応力方向と，立坑の掘

削径以上の連続性を有する断層が出現する場合にはその上・下端部の周辺である。また，これ

ら 2 つの要因が重なる個所では，崩落量（深さ）が大きくなる可能性が高い 6),7)。 
・内径が 4.5m の換気立坑の施工において，壁面に崩落が生じると，その直上に構築した覆工コ

ンクリート内の立坑軸方向には引張方向の応力が生じ，円周方向には圧縮方向の応力が増加す

る。崩落量（深さ）が 100cm を超えると，立坑軸方向に覆工コンクリートの引張破壊応力を超

える引張応力が生じ，覆工コンクリートの円周方向にクラックが生じることとなる 8)（図

3.6.3-3）。 
・坑壁崩落に伴う覆工コンクリートの応力分布の変化を分析し，掘削時の坑壁崩落量に基づいた

支保選定フローを構築し，立坑の施工に適用した 9),10)（図 3.6.3-4）。 
・断層が多数分布する区間の施工であっても，ショートステップ工法によって，覆工コンクリー

トの構築高さの変更や追加のロックボルトの施工によって，高抜けなどの坑壁崩落を適切に抑

制することが可能であることを例示した 9),10)。 
 

図 3.6.3-3 坑壁崩落に伴う覆工コンクリートの鉛直応力の変化（幌延） 
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図 3.6.3-4 立坑掘削における崩落量に基づく支保選定フロー（幌延）10) 
 
3) 汎用的な成果 
 瑞浪および幌延で適用した設計技術は，道路や鉄道トンネルを中心とする土木技術をベースと

しているため，瑞浪では湧水抑制対策などの施工対策など，幌延では空洞安定性や支保設計など，

慎重に取り扱うべき事項は異なるものの，ほとんど全ての岩種に適用できる汎用的な技術と言え

る。 
(2) 地下施設建設時の施工対策技術 
1) 瑞浪 
 坑道掘削に伴う湧水の抑制対策としてグラウトを実施した。岩盤の透水性に応じて，普通セメ

ントと超微粒子セメントを用いたグラウトならびに溶液型グラウトを実施した。パイロットボー

リング調査で透水性が高くグラウトが必要と評価した割れ目帯を対象として，シャフトジャンボ

などによる探り削孔でグラウトの必要性を判断してプレグラウトを実施している。具体的には，

深度 200m 付近の換気立坑と予備ステージの連接部，換気立坑の深度 420m と 450m 付近，深度

300m 研究アクセス坑道および深度 500m 研究アクセス南坑道において実施した 11) 12) 13) 14) 15)。

また，換気立坑の深度 145m 付近の堆積岩（礫岩層）においては，試験的にポストグラウトを実

施した 16)。グラウトの実施にあたっては，事前に浸透流解析を実施し，改良範囲や改良効果のパ

ラメータスタディにより湧水抑制対策の効果を予測してグラウトの施工計画を立案した。さらに，

グラウト効果に関する室内試験を実施するとともに，理論的な検討ならびに地下水圧のモニタリ

ング結果に基づく検討を実施した 17),18),19),20),21)。得られた成果は以下のとおりである。 
・浸透流解析によりグラウト効果を事前に検討した。換気立坑におけるポストグラウトを想定し

た解析結果を図 3.6.3-5，図 3.6.3-6 に示す。換気立坑を 191m まで掘削した際に，既掘削部分

の 26m を対象にポストグラウトを実施することを想定した解析結果である。深度 111m から
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191m の 80m 区間を全面改良する場合，透水係数の高い礫岩層の 26m 区間あるいは 16m 区間

を部分改良する場合を想定し，グラウト幅（立坑覆工に直接水圧が作用することを避けるため

に，覆工から 4m 離れた位置に設定）とグラウト部分の透水係数をパラメータに振った。幅 6m
のグラウト部分の透水係数を 1 オーダー低減させることにより，部分改良で 3 割，全面改良で

は 5割ほど湧水量を低減することができると予測された 16)。ポストグラウトの試験施工の結果，

グラウトの次数が増えるにつれて注入量が減少するとともに，湧水量も低減した（図 3.6.3-7，
図 3.6.3-8）。 

・深度 300m 研究アクセス坑道においては，坑道掘削前のパイロットボーリング調査で

1,000L/min を超える湧水箇所が複数見られた。普通ポルトランドセメントを用いてプレグラウ

トを実施し，坑道掘削を行った結果，延長 100m 程度の坑道全体の湧水量が数十〜百 L/min 程

度に抑制することが可能となった 12)。 
・換気立坑の深度 400m 以深では，超微粒子セメントにより，普通ポルトランドセメントで止水

が困難な 1Lu 程度までの低透水性岩盤を改良できることを確認するとともに，グラウト施工区

間の掘削時には周辺岩盤における地下水位の低下の割合が減少した 13)（図 3.6.3-9，図 3.6.3-10）。 
 

  
図 3.6.3-5 浸透流解析モデル（瑞浪） 図 3.6.3-6 ポストグラウトを模擬した 

解析結果の例（瑞浪） 
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図 3.6.3-7 ポストグラウト試験施工（瑞浪） 図 3.6.3-8 ポストグラウト試験施工の結果

（瑞浪） 
 

 
図 3.6.3-9 立坑に適用したプレグラウトの施工計画（瑞浪） 
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図 3.6.3-10 グラウト効果の確認（周辺ボーリング孔における水圧観測）（瑞浪） 

 
 主立坑を掘削する位置には，ほぼ垂直の断層が分布している。この断層は瑞浪層群および土岐

花崗岩中で認められており，変位量は不明ながら断層ガウジおよび断層角礫からなる断層主要部

の幅は最大で数 m に及ぶ。既往の文献では，立坑における高抜けのメカニズムとして断層と高角

度に交差することが指摘されている 22)。深度 150m 付近の瑞浪層群において花崗岩礫が崩落した

ことをきっかけに，地山崩落対策について検討した。覆工長さの低減や NATM など，立坑に適

用できる方法はいくつか考えられる。今回は立坑掘削直後の壁面の自立性の確保に優れたシリカ

レジンによる周辺地山の締め付け効果と短期間の固結性に期待し，地山補強注入工を選択した。

まず，立坑掘削に先立ち実施する鉛直斜め下方への先受け工を実施し，実施対象領域の掘削後に

立坑壁面からの垂直方向への補強工を実施した。得られた成果は以下のとおり 3),12)。 
・覆工コンクリートの打設量から算出した余堀量については，深度 130m 以浅の安定した地山に

おける余堀量は設計値に対して 50～100%増（平均値：75%増）であったところ，地山崩落が

発生した箇所では 150%増を超過したが，シリカレジンによる対策を実施した箇所では平均

100%増まで低減した（図 3.6.3-11）。 
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図 3.6.3-11 主立坑の断層部における地山崩落対策（瑞浪） 

 
2) 幌延 
 地上からのボーリング調査により，深度 250m 以深に高透水性を有する割れ目がいくつか分布

することが確認された。深度 250m 以深の坑道の掘削に伴う湧水量を適切に抑制するために，ボー

リング調査にて観察された割れ目が分布する領域を対象に，深度 250m 以深の立坑の施工前に，

立坑の底盤および 250m 調査坑道から，湧水抑制対策工（以下，プレグラウト工という）を実施

することとした。立坑のプレグラウト工では，岩盤の改良目標値を 0.1Lu 以下に設定し，その立

坑周辺の設計改良範囲を換気立坑では約 3m，東および西立坑では約 4m とした。また，グラウ

ト材料として，超微粒子セメントを基本とした。得られた成果は以下のとおりである。 
・溶存ガス環境下において，ボーリングに伴う溶存ガスなどの噴発や掘削ビットの締付などに遭

遇しながらも，岩盤の透水性を改良できることを確認した。 
・立坑の壁面観察において，グラウト材料が認められた割れ目を分析し，グラウト材が主要な割

れ目本体よりもそれから派生（スプレー）した割れ目に多く注入されていることを明らかにし，

透水性の高い割れ目の産状に関する概念モデルを構築した 23)（図 3.6.3-12）。断層部へのグラ

ウト浸透状況を把握することができたため，効率的なグラウト注入量，注入孔配置といった計

画の立案に使用できる成果であると思われる。 
・立坑の施工において，ボーリング調査にて得られた割れ目分布とプレグラウト工によるグラウ

ト材料の単位注入量の関係を分析し，立坑の崩落リスクが高い施工区間を抽出した。その結果

に基づいて，当該区間の設計支保構造を再検討し，施工においては立坑壁面の崩落を適切に抑

制することができた 7)（図 3.6.3-13）。 
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図 3.6.3-12 予測した断層とグラウト工による単位注入量（幌延）7) 

 

 
図 3.6.3-13 立坑壁面における割れ目とグラウト材の充填に関する概念図（幌延）23) 
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3) 汎用的な成果 
 瑞浪および幌延で適用した施工対策技術は，道路や鉄道トンネルを中心とする土木技術をベー

スとしているため，瑞浪では湧水抑制対策などの施工対策など，幌延では空洞安定性や支保設計，

可燃性ガスを含む湧水対策など，慎重に取り扱うべき事項は異なるものの，ほとんど全ての岩種

に適用できる汎用的な技術と言える。 
(3) 地下施設の安全確保技術・維持管理技術 
1) 瑞浪 
 瑞浪における安全確保技術としては，設計段階での通気網解析結果などに基づく防災コンセプ

トの設定とそれに基づく坑道内への設備（避難所や非常時対応用物品）の設置，坑内統合管理シ

ステム（入出坑，坑内環境，坑内通信，坑内火災監視の各システムを統合したもの）の検討を行っ

た 24)（図 3.6.3-14，図 3.6.3-15）。これらの管理システムを実際に運用し，坑道内の安全を確保

している。 
 維持管理技術としては，アクセスが困難な立坑の既掘削部分を効率よく観察できる手法として，

ビデオカメラを用いた立坑壁面観察を実施した（図 3.6.3-16）。また，覆工や吹付けコンクリー

トのひび割れ観察手法として，光ファイバひび割れセンサの長期耐久試験を継続している（図

3.6.3-17）。 
 

  
図 3.6.3-14 瑞浪に適用した通気システム 図 3.6.3-15 通気網解析に基づく検討事項

（瑞浪） 
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図 3.6.3-16 ビデオカメラを用いた立坑壁面のひび割れ観察（瑞浪） 

 

 
図 3.6.3-17 光ファイバひび割れセンサ耐久性試験の状況（瑞浪） 

 
2) 幌延 
 メタンガスが溶存する地下水環境下で坑道を掘削する際には，地下施設の防災対策の一環とし

て，火災ガスの挙動を予測することが重要である。そこで，立坑と水平坑道などで構成される地

下施設の模型を用いた火災時の通気挙動の実験を実施した。その後，模型実験で把握できた火災

時に発生する浮力による逆流現象や通気主流の逆転現象，水平坑道の風門を開閉した場合の通気

挙動といった諸現象をシミュレートできる通気挙動解析システムを構築した。得られた成果は以

下のとおりである。 
・坑道における防災対策の信頼性向上を目的として，火災時の通気挙動を簡易に予測できるツー

ルを整備した 25)。 
・施工段階ごとに火災を想定した通気挙動解析を実施し，坑道内に設置した風門を制御すること

により，避難ルートを確保できる計画を立案し，施工計画に適用した（図 3.6.3-18）。 
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図 3.6.3-18 通気網解析結果（350m 坑道掘削時の例）（幌延） 

 
3) 汎用的な成果 
 瑞浪および幌延で適用した坑道の安全確保・維持管理技術は，道路や鉄道トンネルそのものを

対象としている土木技術をベースとしており，岩種に依存しない汎用的な技術と言える。 
 
3.6.4 まとめと今後の課題 
 瑞浪および幌延の地下施設建設に伴って，建設技術の開発，施工対策技術の開発，安全性を確

保する技術など，適用した技術の有効性を確認してきた。 
 建設技術の開発については，立坑掘削工法のショートステップ工法について，サイクルタイム

の分析により工法の有効性を示すとともに，設計時に考慮すべき事項を考察した。 
 施工対策技術については，瑞浪においては立坑壁面の崩落事象が発生したため，シリカレジン

の注入を立坑掘削のサイクルタイムに取り入れて対応した。幌延においては立坑の崩落リスクが

高い施工区間を抽出し当該区間の設計支保構造を再検討することで崩落を適切に抑制することが

できた。湧水抑制対策については，岩盤の透水性に対応した材料を用いたプレグラウトを適用す

ることで対処できる実例を示した。 
 安全を確保する技術については，通気網解析結果などに基づく防災コンセプトの設定とそれに

基づく研究坑道内への設備の設置，坑内統合管理システムの検討を行い，これらの管理システム

を実際に運用し，地下施設の安全を確保している。また，坑道の維持管理技術について適用性を

確認しつつある。 
 今後は，以下の技術開発が必要と考える。 
・施工対策技術開発 

i) ポストグラウトを含むウォータータイトトンネル技術開発 
ii) 人工材料の周辺岩盤，地下水への影響評価（プラグ・埋戻し材） 

・坑道維持管理技術の有効性の確認 
・地震時の施設安定性評価 
・坑道閉鎖技術開発 
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3.7 人工バリアの設置環境と性能 
3.7.1 はじめに 
 全体計画に基づき実施されてきた国の基盤研究開発はフェーズ 2（平成 19 年度から平成 24 年

度頃）では，NUMO による精密調査地区の選定や概要調査結果に基づく処分場の概念設計，お

よび安全規制による安全審査基本指針の策定が計画されていることから，工学技術に関する国の

基盤研究開発では，そのために必要となる処分場の設計・施工技術やニアフィールド環境の評価

技術を技術基盤として整備しておくことが重要である 1)。特に，精密調査では地下の坑道が掘削

されることから，処分事業や安全規制に先行して処分場の建設技術の適用性を実際に確認し，提

示していくことが重要となる。 
 
3.7.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 深地層の研究施設で実施する処分場の工学技術では，「実際の地質環境へ適用可能な評価手法

の整備と工学的実現性の提示」を全体目標とし，人工バリアの設置環境と性能に関わる個別の研

究項目については，表 3.7.2-1 のように設定した。 
 

表 3.7.2-1 人工バリアの設置環境と性能に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
3.7.3 実施内容と成果 
 人工バリアの設置環境と性能に関わる研究として，人工バリアを含む処分場施設の構築に必要

となる設計，建設，操業，閉鎖などの技術（処分場の設計・施工技術）と構築された人工バリア

を含むニアフィールド環境における熱－水－応力－化学連成挙動などの長期挙動の評価に係る技

術（長期健全性評価技術）に分けて検討した。 
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(1) 処分場の設計・施工技術 
 幌延での深度 350m までの坑道掘削段階において得られる地質環境情報をもとに，これまで開

発してきた緩衝材，埋め戻し材，プラグ，支保，グラウトの設計手法の適用性を確認してきてお

り，以下のような知見が得られた。 
・深度 250m および 350m の調査坑道において，低アルカリ性セメント（HFSC）を用いた吹付

けコンクリートを，東立坑の深度 374m 以深において低アルカリ性セメントを用いた覆工コン

クリートを施工し，作業性，初期強度発現状況から，処分場の地下施設建設に使用可能な材料

であることを確認した 2),3),4),5),6)（表 3.7.3-1，表 3.7.3-2，図 3.7.3-1）。 
・湧水抑制対策として，掘削前の 350m 調査坑道に対して 250m 調査坑道から低アルカリ性材料

を用いたグラウトを施工し，その後の 350m 調査坑道の掘削を通じて，グラウト改良範囲にお

ける湧水抑制効果を確認した 6)（図 3.7.3-1）。 
・原位置の地質環境を考慮して処分孔掘削技術の実証を行った 6),7),8)（図 3.7.3-2）。 
・第 2 次取りまとめにおけるリファレンス仕様の緩衝材と，リファレンス仕様のうち材料，形状

および重量を模擬したオーバーパックを製作するとともに，幌延深地層研究センター内の調査

坑道において，それらの定置技術の実証を行った 5)（表 3.7.3-3，図 3.7.3-3）。 
・原位置の地質環境を考慮したうえで，坑道掘削で発生した掘削土（ズリ）とベントナイトを使

用した埋め戻し材を設計・施工した。具体的には，事前に透水性や膨潤性に関わる設計要件を

設定し，要素試験を実施して埋め戻し材の仕様を決定した 5)（表 3.7.3-4）。幌延の坑道におい

て，それらの施工技術の実証を行った 9)（図 3.7.3-4）。 
・原位置の地質環境を考慮して新たに止水機能を期待した低アルカリ性セメントを用いたプラグ

を設計し，施工した。 
(2) 長期健全性評価技術 
 幌延の 350m 調査坑道において，人工バリアおよび周辺岩盤の廃棄体定置初期の熱－水－応力

－化学連成モデル，オーバーパック腐食評価モデル，ベントナイト－セメント相互作用モデル，

ベントナイト－鉄相互作用モデルの検証を目的とした人工バリア性能確認試験，オーバーパック

腐食試験を開始した 10),11)（図 3.7.3-5，図 3.7.3-6）。 
 

表 3.7.3-1 250m 調査坑道の吹付けに使用された HFSC の配合（BB：高炉セメント） 
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表 3.7.3-2 250m 調査坑道の吹付けに使用された HFSC28 日材齢強度 

 
 

 
図 3.7.3-1 HFSC を支保およびグラウトとして適用した場所と設計条件 

 

 
(a) 全周ケーシング工法        (b) 中堀オーガー工法 

図 3.7.3-2 試験孔掘削方法 
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表 3.7.3-3 緩衝材と電気ヒータの仕様 

 
 

 

図 3.7.3-3 緩衝材の定置方法（真空把持） 
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表 3.7.3-4 埋め戻し材の設計要件と仕様 

 
 

  
(a) 坑道断面イメージ図 (b) 転圧締め固め状況 

図 3.7.3-4 坑道埋め戻し技術 
 

  
(a) イメージ図 (b) 模擬オーバーパック設置状況 

図 3.7.3-5 幌延深地層研究センターにおける人工バリア性能確認試験 
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(a) イメージ図 (b) 模擬オーバーパック 

図 3.7.3-6 オーバーパック腐食試験のイメージ図 
 

3.7.4 まとめと今後の課題 
 深地層の研究施設で実施する処分場の工学技術では，「実際の地質環境へ適用可能な評価手法

の整備と工学的実現性の提示」を全体目標とし，人工バリアの設置環境と性能に関わる研究とし

て，人工バリアを含む処分場施設の構築に必要となる設計，建設，操業，閉鎖などの技術（処分

場の設計・施工技術）と構築された人工バリアを含むニアフィールド環境における熱－水－応力

－化学連成挙動などの長期挙動の評価に係る技術（長期健全性評価技術）に分けて検討した。以

下にその成果を示す。 
(1) 処分場の設計・施工技術 
 幌延の深度 350m までの坑道掘削段階において得られる地質環境情報をもとに，これまで開発

してきた緩衝材，埋め戻し材，プラグ，支保，グラウトの設計手法の適用性を確認した。また，

試験坑道を利用して，これらの施工技術を実証した。 
(2) 長期健全性評価技術 
 幌延の 350m 試験調査坑道において，人工バリアおよび周辺岩盤の廃棄体定置初期の熱－水－

応力－化学連成モデル，オーバーパック腐食評価モデル，ベントナイト－セメント相互作用モデ

ル，ベントナイト－鉄相互作用モデルの検証を目的とした人工バリア性能確認試験，オーバーパッ

ク腐食試験を開始した。 
 本件に係る今後の課題は次の通りである。 
・低アルカリ性セメント（HFSC）および低アルカリ性セメントに接触した地質環境への影響の

モデル化に係るデータの蓄積 
・人工バリアおよび埋め戻し材などの長期評価モデルの高度化 
・処分概念オプションの実際の地質環境における実証  
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4. 地質環境の長期変動・回復挙動の理解（成果ダイジェスト A3 群） 
4.1 地質・地質構造 
4.1.1 はじめに 
 地層処分に関わる安全評価では，地層処分場とその周辺の地質環境特性（地下水の流動特性・

地球化学特性，岩盤の熱特性・力学特性など）の将来変化を踏まえた予測解析を行うことが必要

である。このためには，過去から現在までの長期変動や関連する地質現象，主要な関連プロセス

を理解した上で，蓋然性の高いプロセスを将来に外挿することで将来変化について推測すると

いったアプローチに基づき，「過去から現在までの天然現象の変遷の整理」について検討を行った。 
 
4.1.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画においては，主にこれまでに取得された情報を整理することによって，表

4.1.2-1 に示す目標とする技術開発レベルに関わる研究開発を進めた。 
 

表 4.1.2-1 地形／地質構造の長期変遷に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
4.1.3 実施内容と成果 
(1) 地形／地質構造の長期変遷の推定 
 これまでに実施してきた調査研究においては，地質環境の長期変遷に影響を及ぼす可能性が高

いと考えられる，隆起・沈降・侵食，地形変化，割れ目や断層などの地質構造の形成発達史，お

よび過去の応力変化に関する研究を進めてきた。この研究を通じて，過去から現在までの地形，

地質構造の長期変遷を推定するための技術的知見を蓄積してきた。 
1) 瑞浪 
 結晶質岩においては，地下水の流動経路として割れ目などの不連続構造が考えられる。そこで，

割れ目の形成発達に影響を及ぼすと推定される，過去から現在までの隆起・侵食の履歴とそれに

関連する地形変化，過去から現在までの応力変化に関する研究を実施してきた。得られた成果は

以下のとおりである。 
 隆起・沈降に関しては，瑞浪超深地層研究所用地周辺において，瑞浪層群堆積後の隆起・沈降

の履歴が検討されてきた 1)。笹尾ほか（2005）1)は瑞浪超深地層研究所用地の西方に位置する東

濃鉱山で掘削されたボーリング調査のデータから，瑞浪層群の各累層の層厚を求め，各層の堆積

時および不整合期における土岐花崗岩と瑞浪層群との不整合面の標高変化を見積もった（図

4.1.3-1）。笹尾ほか（2005）1)では Haq et al.,（1987）2)に基づいて海水準変動を考慮しているが，

圧密による層厚の減少および不整合期の地層の削剥は考慮していない。また，不整合期における

古地形面の標高を 0m としている。 
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図 4.1.3-1 地層の層厚変化に基づいた隆起・沈降量の見積もり 1) 

 
 このほか，天野ほか（2003）3)は隆起速度に関して比較的多くの情報が取得されている東海層

群堆積以降の隆起現象に着目し，複数の手法を用いて隆起速度の推定を行っており，約 150 万年

前と推定される東海層群堆積後から現在までを対象年代として，次の四つの方法による平均隆起

速度の推定を行った。 
i. 白亜系基盤花崗岩（土岐花崗岩）の年代測定結果および冷却速度からの推定 
ii. 新第三系堆積岩東海層群中に認められる小起伏侵食面の標高分布からの推定 
iii. 段丘面の比高および形成年代からの推定 
iv. 水準測量で得られた過去 100 年間の地殻上下変動からの推定 
 これらの検討の結果，本地域は 100 万年前から現在までに 250～300m 程度隆起していると考

えられ，この間の平均隆起速度は i. 0.10～0.14mm/年（一定な地温勾配条件下で冷却速度が隆起

速度を反映しているものと仮定），ii. 0.25～0.30mm/年，iii. 0.10～0.24mm/年，iv. 0.15～0.30mm/
年と推定された。仮定条件による制約や調査精度の違いがあるものの，異なる手法で求めた結果

でほぼ同一の速度が得られたことから，約 100 万年前から現在に至るまでの本地域は，ほぼ一定

の割合で隆起傾向にあり，平均隆起速度は 0.10～0.30mm/年の範囲内であると考えられる 3)。な

お，東海層群の最上部層（土岐砂礫層）の上限の年代は，最新の研究成果では 150 万年前と見積

もられている 4)ので，それに基づくと ii. の隆起速度は 0.16～0.2mm/年と求められる。また，土

岐川流域の段丘面の詳細な区分に基づいて行われた，段丘面の比高と形成年代からは，土岐川流

域の隆起速度は 0.11～0.16mm/年と推定されており 5)，上記の推定値の範囲内に入る。 
 地形変化に関しては，地形変化が地下水流動に及ぼす影響を評価するために，木曽山地から濃

尾平野までの領域を対象として，概括的な地形復元が行われた 6)。この研究では，森山（2000）
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7)に示された解析領域内の主要な山地の隆起開始時期を考慮して，約 110 万年前，約 60 万年前，

約 20 万年前とし，約 150 万年前と現在を加えた 5 つの時間断面が設定され，各々の時間断面の

古地形が検討されている（図 4.1.3-2）。ただし，尾上ほか（2009）6)では，古地形分布は各山地

の隆起開始時期や断層の変位量の時代変遷を考慮しつつ，断層で囲まれたブロックごとに検討さ

れているものの，ブロックごとに一定の標高変化率，すなわち隆起速度と侵食速度が一定である

と仮定して標高変化が計算されており，実際の隆起速度や侵食速度が十分に反映されていない可

能性がある。 
 

 
図 4.1.3-2 既存情報に基づいて概括的に推定した木曽山脈から伊勢湾までの地形変化 

 
 応力場の変遷に関しては，瑞浪超深地層研究所の研究坑道および周辺で掘削されたボーリング

コアで確認された断層で認められた条線の方位データと剪断センスに基づいて，多重逆解法によ

る古応力解析によって，断層の変位の方向や断層活動時の古応力場が検討されている 8)。その結

果，研究対象とした断層では，N－S 方向低角度の σ1，E－W 方向低角度の σ3，応力比が 0.3 程

度の横ずれ型の古応力配置が普遍的に認められた。この応力配置は研究所周辺における微小割れ

目の研究 9)でも指摘された約 60Ma 頃の古応力場を示す可能性が考えられている 8)。また，これ

以外にも，日本海拡大時期のリフト変形を反映していると推定される古応力も認められている。

これらの研究成果や瑞浪地域の地質構造発達史に基づいて，古応力場の変遷を明らかにした 8)（図

4.1.3-3）。 
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図 4.1.3-3 瑞浪地域の地質構造発達史と古応力場の変遷 8) 

 
 これらの検討結果および瑞浪地域の地史（図 4.1.3-4）に基づくと，研究坑道で観察される割れ

目の形成時期として，i. 花崗岩冷却期，ii. 瑞浪層群堆積前の花崗岩露出期，iii. 断層の活動期が

考えられている 10)。このうち，ii. の時期には，侵食による上載荷重の除荷によって花崗岩上部

に低角度の割れ目が形成されたと考えられる。また，i. と iii. の時期には，花崗岩下部で認めら

れる高角度の割れ目が形成されたと考えられる。iii. の時期は主に瑞浪層群堆積前であったと推

定されることから，研究坑道で観察される割れ目は，花崗岩貫入時から瑞浪層群堆積前の間に形

成されたと考えられている 10)。 
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 上記の検討を踏まえて作成した瑞浪地域の地質事象の変遷を図 4.1.3-4 にまとめた。 
 

 

図 4.1.3-4 瑞浪地域における地質事象の変遷 
 
2) 幌延 
 堆積岩においては，地下水の流動経路として堆積岩を構成する粒子の隙間に加え，続成作用が

進んで固結した堆積岩では割れ目などの不連続構造が考えられる。そこで，割れ目の形成発達に

影響を及ぼすと推定される，過去から現在までの隆起・沈降・侵食の履歴とそれらに関連する地

形変化，続成作用，過去から現在までの応力変化に関する研究を実施してきた。得られた成果は

以下のとおりである。 
 隆起・沈降に関しては，海成段丘を指標とした過去数十万年の隆起速度の推定と，測地学的手

法と地質学的手法を組合せた地殻水平歪速度について検討した 11)。 
 隆起速度については，海成段丘面の対比 12),13)に基づいて，幌延地域西部に分布する海成段丘面

の形成時期と段丘面高度分布から，過去数十万年間における同地域の隆起速度を推定した（図

4.1.3-5）。 
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図 4.1.3-5 海成段丘面を利用して推定した幌延地域における隆起速度 14) 

段丘面の年代については小池・町田（2001）12)および小疇ほか（2003）13)に基づき推定。白抜き三角プロットは

サロベツ背斜近傍における海成段丘面のデータ。 

 
 本研究においては，隆起量（垂直変動量）は，海成段丘面が示す相対的な旧汀線高度からユース

タティックな変動による海水準高度を差し引くことで算定している。なお，小池・町田（2001）12)

と小疇ほか（2003）13)では，海成段丘面の MIS 対比が異なっているため，見積もられた隆起速

度に，最大で 2 倍程度の差が生じている 15)。すなわち，MIS7 から推定した隆起速度は，小池・

町田（2001）12)に基づくと約 0.29～0.34m/ky であるのに対して，小疇ほか（2003）13)に基づく

と約 0.16～0.26m/ky となる。さらに，活褶曲であるサロベツ背斜付近では，その周囲における

隆起速度より大きく見積もられており，サロベツ背斜の活動により，背斜軸部において局所的な

隆起が生じていることが示唆されている 15)。 
 10 万年を超す時間スケールでの隆起・沈降に関しては，幌延地域に分布する各層の層厚，現在

の標高分布，深度分布 15)，堆積時期 16)，堆積環境，古地理および既存情報によるサロベツ原野下

での各地層の深度分布や年代測定結果 17),18)などに基づき，幌延地域の隆起・沈降に関する情報を

取りまとめた隆起・沈降曲線を作成した 11)（図 4.1.3-6）。 
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図 4.1.3-6 幌延地域における隆起・沈降曲線 11) 

 
 なお，各地層が堆積した当時の古水深については，教科書的な既存文献 19),20)を参考に，現地調

査の結果や既存情報 21)に記された各層の堆積相から推定した。また，海水準変動については，

Chappell（1994）22)や Haq et al.,（1987）2)に示された海水準変動曲線から各層堆積当時の海水

準を読み取り，現在の海水準に対する標高を求めた。図 4.1.3-6 では，地層の圧密による層厚の

減少やアイソスタシーを考慮していないなど，いくつかの仮定のもと作成した隆起・沈降曲線で

はあるものの，幌延地域における隆起・沈降の大局的な傾向を表しているものと考えられる。 
 このほか，幌延地域においては，地表温度や古地温勾配およびシリカ鉱物の相転換温度などの

参照データを用いて，侵食量（削剥量）を推定した 11)。幌延町周辺では，町の北端部（基礎試錐

「天北」），および町の南西側（北川口 SK－1）において古地温勾配が得られており 23)，その結果

に基づいて，古地温勾配を 3.5℃/100m と仮定し，地表温度は基礎試錐「天北」を含めた 13 孔の

孔口部の平均温度 23)および気象庁天塩気象観測所で測定された 1979～2000 年までの平均気温か

ら，それぞれ 15℃および 6.2℃の値が得られていることから，それらを古地温勾配獲得時の地表

温度と仮定して，侵食量（削剥量）を推定した 11)。 
 本検討においては，シリカ鉱物の相転移の深度分布を用いたが，シリカ鉱物の相変化は一連の

埋没続成作用により生じたものであると見なし，オパール CT 化が生じた過去の深度は約 860～
1,250m と推定した。この値と現在のオパール A／CT 境界が認められる深度との差から，侵食量
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を推定した。その結果，既存の各ボーリング調査地点における侵食量は，少なくとも約 435～820m
と推定された。地表に露出する稚内層／声問層境界は，オパール A／CT 境界付近と一致するこ

とから，各ボーリング孔における侵食量とともに，地表に露出する稚内層／声問層境界を基準と

して侵食量データを取得し，侵食量のコンターマップを作成した（図 4.1.3-7）。 
 

 
図 4.1.3-7 幌延町北進地区における侵食量のコンターマップ 11) 

●は，コンターマップを作成する際に使用したデータ位置を示す。 

 
 なお，オパール A からオパール CT へ変化する温度を 45℃，地表温度を 15℃とした場合，地

質構造と侵食量の関係を見ると，背斜軸部で 860m 以上，翼部の HDB－7 孔周辺で約 275m と推

定されている。北進地区の周辺地域では，オパールA／CT 境界付近から約 860m上位と約 1,250m
上位は，それぞれ勇知層と更別層の境界付近と更別層中であることから，勇知層と更別層の境界

付近および更別層中の年代である約 1.3～0.7Ma 以降は，北進地区については沈降場になってい

ないと考えられる。このことから，幌延町北進地区における侵食量は過去約 100 万年間あたりの

値であり，それを 1,000 年あたりに換算した侵食速度は，隆起量の多い背斜軸部では約 0.66～
1.79m/ky 以上，隆起量の少ない翼部では約 0.21～0.86m/ky 以上と見積もられた 11)。 
 幌延地域に分布する珪質堆積物（稚内層および声問層）の続成作用に関しては，地下に埋没し

て温度が上昇するにつれて，堆積物中に含まれるシリカ鉱物は，非晶質シリカ（オパール A）か

ら低温型クリストバライト（オパール CT）を経て低温型石英へと相変化する 24)とされており，

シリカ鉱物の相変化は，堆積物の埋没による温度の変化に強く規制されている 25)。 
 顕微鏡観察，電子顕微鏡観察，粉末 X 線回折などの結果 26)から，稚内層および声問層の代表的

な構成鉱物は，ともにシリカ鉱物（オパール CT・オパール A），および少量の石英・長石・粘土

鉱物（カオリナイト・スメクタイト・イライト・緑泥石）・黄鉄鉱・炭酸塩鉱物（シデライト・マ

グネサイト）であった。ただし，稚内層および声問層はシリカ鉱物相に大きな違いがあり，稚内
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層は主に珪藻遺骸（オパール A）が埋没続成作用により溶解して形成されたオパール CT から構

成されるのに対し，声問層はこのオパール CT を含まないことが明らかになっている。 
 地殻水平歪速度については，幌延地域周辺を対象として，GPS 観測データと三角測量データを

用いた測地学的手法，および活断層データと地下地質構造断面を用いた地質学的手法を適用し，

水平短縮量および水平歪速度の推定を行った。本地域における歪速度の推定結果は，測地学的手

法で 10-8～10-7/year，地質学的手法で 10-9～10-8/year となり，両者は同程度あるいは測地学的手

法に比べて地質学的手法によって推定した歪速度が最大で 1 オーダー小さい値となった。一般に，

活断層や歴史地震データなどの地質学的手法による推定結果は，測地学的手法によるそれよりも

一桁小さい場合が多いことが指摘されており，地質環境の長期安定性の観点からは，地質学的手

法により取得した歪速度を採用することが基本と考えられる 11)。 
 応力変化に関しては，北海道北部を対象とした GPS 観測データの解析とともに，過去の応力

（古応力）状態を把握するため，研究坑道で得られた小断層のスリップデータを用いた小断層解

析を行った。その結果，GPS 観測データの解析から得られた北海道北部の水平変位速度ベクトル

は東西圧縮であり，これはボーリング孔で行われた水圧破砕法によって得られた最大主応力方向

とも一致しており，本地域の現在の応力が東西圧縮場にあることが示唆された 27)。一方，小断層

を形成させた最大主応力方向は東西ではなく，東西から反時計回りに数十度回転した，現在の応

力状態（GPS，水圧破砕法）とは異なる応力方向が得られた 27)。この応力方向の差異については，

褶曲運動を考慮して，小断層解析で得られた最大主応力方向を褶曲開始前の方向へ変換した結果，

現在の応力場と一致する結果が得られた 28),29)。このことから，本地域では，小断層形成時（褶曲

開始前）から，東西圧縮場にあったことが考えられる。従来は現在の応力場と過去の応力状態は

個別に検討されてきたが，地質構造の形成を考慮することによって，過去から現在に至る応力変

遷を推定することが可能になった。 
 また，断層や褶曲などの地質構造の発達過程の理解とそれに伴う変動量（隆起・沈降量）の定

量的な把握および予測手法の整備の一環として，アナログモデル実験による地質構造の発達過程

の連続的追跡，変動量の定量的な測定とその変遷の把握を試みた。その結果，断層の発達過程に

伴う，変動の傾向を定量的に把握することができた 30)。 
 さらに，地形・地質構造や物性の変化を統合し，連続的にモデル化・解析する手法の整備を進

め，地形・地質の褶曲，隆起，沈降，堆積岩の圧密，侵食，断層変形，かん養量の変動，海水準

の変動といった現象（図 4.1.3-8）を考慮した三次元地質構造モデルおよび複数の時間断面におけ

る変遷を考慮できる地下水流動解析手法（SMS: Sequential Modeling System of geological 
evolution impact on groundwater flow）を整備した 31),32)（図 4.1.3-9）。 
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図 4.1.3-8 考慮すべき事象のイメージ 

 

 
図 4.1.3-9 構築したツールを用いた地形・地質構造の変遷モデル 31) 

 
 これまで進めてきた調査研究をもとに幌延地域の地質事象の変遷を整理した 33)。 
 また，これまでに整理した技術的知見やノウハウを踏まえて，地形・地質の変遷モデルを構築

するための考え方，手順を，エキスパートシステムおよびタスクフローとして整備した 34)。 
  
4.1.4 まとめと今後の課題 
 これまでに実施してきた調査研究において，過去から現在までの地形・地質構造の長期変遷を

推定するための個別技術や汎用的な技術的知見を以下にまとめる。 
(1) 地形・地質構造の長期変遷の推定 
・従来は現在と過去の応力状態は個別に検討されてきたが，地質構造の形成・発達を考慮するこ

とによって，過去から現在に至る応力変遷を推定することが可能になった。 
・従来はノウハウ的な情報であった，地形・地質の変遷モデルを構築するための考え方，手順を，

エキスパートシステムおよびタスクフローとして整備した。 
・地形・地質構造の変化については，従来は隆起・沈降，侵食，堆積，圧密作用などを個別に考

慮するのみであったが，地形・地質構造や物性の変化を統合し，連続的にモデル化・解析する
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手法を構築した。 
 以上のことから，地形・地質構造の長期変遷を推定するための調査・モデル化技術を整備して

きたものの，地質環境の長期変動に関わる知見の蓄積によるモデル化精度の向上と，多分野を含

むモデル化・解析に関連する不確実性の評価手法の構築や断層などの天然現象の地質環境への影

響範囲を把握する手法の提示が今後の課題として挙げられる。 
 
参考文献 
1) 笹尾英嗣, 天野健治, 太田久仁雄 : “東濃ウラン鉱床におけるナチュラルアナログ研究 - ウラ

ン鉱床での隆起・沈降の変遷と隆起速度の見積もり - ”, 原子力バックエンド研究, Vol.11, No.2, 
pp.167-180 (2005). 

2) Haq, B.U., Hardenbol, J. and Vail, P.R. : “Chronology of Fluctuating Sea Levels Since the 
Triassic”, Science, Vol.235, pp.1156-1167 (1987). 

3) 天野健治, 笹尾英嗣, 太田久仁雄 : “東濃ウラン鉱床におけるナチュラルアナログ研究 - ウラ

ン鉱床分布域における隆起現象について - ”, 日本原子力学会 2003 年春の年会要旨集, p.950 
(2003). 

4) 陶土団体研究グループ : “断層境界を伴う多数の基盤ブロックからなる内陸盆地 - 岐阜県多

治見市周辺の東海層群堆積盆地の例 - ”, 地球科学, 53 巻, pp.291-306 (1999). 
5) 田力正好, 安江健一, 柳田 誠, 古澤 明, 田中義文, 守田益宗, 須貝俊彦 : “土岐川(庄内川)
流域の河成段丘と更新世中期以降の地形発達”, 地理学評論, 84(2), pp.118-130 (2011). 

6) 尾上博則, 笹尾英嗣, 三枝博光, 小坂 寛 : “過去から現在までの長期的な地形変化が地下水

流動特性に与える影響の解析的評価の試み”, 日本原子力学会和文論文誌 , Vol.8, No.1, 
pp.40-53 (2009). 

7) 森山昭雄 : “中部山岳地域における山地形成の時代性 - 山はいつ高くなったか？ - ”, 大学テ

キスト変動地形学, 古今書院, 東京, pp.87-109 (2000). 
8) 田上雅彦, 山田泰広, 山下佳彦, 宮川歩夢, 松岡俊文, 薛 自求, 辻 健, 鶴田忠彦, 松岡稔幸, 

天野健治, 濱 克宏, 笹尾英嗣 : “地質構造発達プロセスに基づく地質モデリング技術の開発

(共同研究)”, JAEA-Research 2012-036, (2013), 110p. 
9) 高木秀雄, 三輪成徳, 横溝佳侑, 西嶋 圭, 円城寺 守, 水野 崇, 天野健治 : “土岐花崗岩中

の石英に発達するマイクロクラックの三次元方位分布による古応力場の復元と生成環境”, 地
質学雑誌, 第 114 巻, 第 7 号, pp.321-335 (2008). 

10) 笹尾英嗣, 石橋正祐紀 : “瑞浪超深地層研究所における割れ目の形成過程からみた地質環境

の長期変化”, 日本地質学会第 120 年学術大会講演要旨, p.195 (2013). 
11) 太田久仁雄, 阿部寛信, 山口雄大, 國丸貴紀, 石井英一, 操上広志, 戸村豪治, 柴野一則, 濱 

克宏, 松井裕哉, 新里忠史, 高橋一晴, 丹生屋純夫, 大原英史, 浅森浩一, 森岡宏之, 舟木泰智, 
茂田直孝, 福島龍朗 : “幌延深地層研究計画における地上からの調査研究段階(第 1 段階)研究成

果報告書 分冊「深地層の科学的研究」”, JAEA-Research 2007-044, (2007), 434p. 
12) 小池一之, 町田 洋 編著 : “日本の海成段丘アトラス(CD-ROM3 枚+付図)”, 東京大学出版

会 (2001). 
13) 小疇 尚, 野上道男, 小野有五, 平川一臣編 : “日本の地形 2 北海道”, 東京大学出版会, 

p.384 (2003). 
14) 核燃料サイクル開発機構 : “高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する知識基盤の構築 

- 201 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

- 平成 17 年取りまとめ - - 分冊 1 深地層の科学的研究 - ”, JNC TN1400 2005-014, p.415 
(2005). 

15) 新里忠史, 安江健一 : “幌延地域における地質環境の長期安定性に関する研究 - 長期安定性

の評価・予測における地域特性の考慮 - ”, 原子力バックエンド研究, Vol.11, No.2, pp.125-138 
(2005). 

16) 安江健一, 秋葉文雄, 大平寛人, 石井英一 : “北海道北部, サロベツ背斜付近に分布する声問

層上部の鮮新統上部珪藻化石帯とフィッション・トラック年代”, 地質学雑誌, 第 112 巻, 第 4
号, pp.284-293 (2006). 

17) 石山達也 : “サロベツ断層帯の活動性および活動履歴調査”, 「基盤的調査観測対象断層帯の

追加・補完調査」成果報告書 No.H17-1, 独立行政法人産業技術総合研究所, p.48 (2006). 
18) 岡 孝雄, 五十嵐八枝子, 林 正彦 : “ボーリングデータ解析および花粉分析による天塩平野

の沖積層の研究”, 北海道立地質研究所報告, vol.77, pp.17-75 (2006). 
19) Walker, R.G. : “Wave- and storm-dominated shallow marine systems, In Facies Models; 

response to sea level change (R.G. Walker & N.P. James eds.)”, Geological Association of 
Canada, pp.219-238 (1992). 

20) E. サイボルト, W.H. バーガー, 新妻信明 : “海洋縁辺の起源と地形, 「海洋地質学入門」第 2
章”, シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社, pp.25-48 (1986). 

21) 福沢仁之, 保柳康一, 秋山雅彦 : “北海道中央北部の新第三系の層序と古環境”, 地質学論集, 
vol.37, pp.1-10 (1992). 

22) Chappell, J. : “Upper Quaternary Sea Levels, Coral Terraces, Oxygen Isotopes and 
Deep-sea Temperature”, Journal of Geography, 103(7), pp.828-840 (1994). 

23) 石油公団 : “国内石油・天然ガス基礎調査基礎試錐「天北」調査報告書”, 石油公団, p.121 
(1995). 

24) Aoyagi, K. and Kazama, T. : “Transformational changes of clay minerals, zeolites and 
silica minerals during diagenesis”, Sedimentology, Volume 27, Issue 2, pp.179-188 (1980). 

25) Iijima, A. and Tada, R. : “Silica diagenesis of Neogene diatomaceous and volcaniclastic 
sediments in northern Japan”, Sedimentology, Volume 28, Issue 2 pp.185-200 (1981). 

26) 石井英一, 濱 克宏, 國丸貴紀, 佐藤治夫 : “海成堆積物の地下浅部における天水の浸透に伴

う地下水の pH 変化”, 地質学雑誌, 第 113 巻, 第 2 号, pp.41-52 (2007). 
27) 常盤哲也, 浅森浩一, 石井英一, 舟木泰智 : “GPS 観測と小断層解析を用いた応力変遷；北海

道北部幌延地域の例”, 日本地質学会第 116 年学術大会講演要旨 (2009). 
28) Ishii, E., Sanada, H., Funaki, H., Sugita, Y. and Kurikami, H. : “The relationships among 

brittleness, deformation behavior, and transport properties in mudstones: An example from 
the Horonobe Underground Research Laboratory, Japan”, JOURNAL OF GEOPHYSICAL 
RESEARCH, Volume116, Issue B9, p.15 (2011). 

29) Ishii, E. : “Microstructure and origin of faults in siliceous mudstone at the Horonobe 
Underground Research Laboratory site, Japan”, Journal of Structural Geology, Volume 34, 
pp.20-29 (2012). 

30) 松崎達二, 常盤哲也, 中務真志, 山田泰広, 赤嶺辰之介, 天野健治, 新里忠史 : “アナログ実

験を用いた地質発達モデルによる隆起量の定量的推定の試み ; 北海道北部幌延地域の事例”, 
日本地質学会第 119 年学術大会講演要旨 (2012). 

- 202 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

31) 中山 雅, 天野健治, 常盤哲也, 山本陽一, 大山卓也, 天野由記, 村上裕晃, 稲垣大介, 津坂

仁和, 近藤桂二, 横田秀晴, 南條 功, 新里忠史, 田中真悟, 大原正嗣, 神 和美 : “幌延深地層

研究計画 平成 23 年度調査研究成果報告”, JAEA-Review 2012-035, (2012), 63p. 
32) （編）中山 雅 : “幌延深地層研究計画 平成 24 年度調査研究成果報告”, JAEA-Review 

2013-037, (2014), 63p. 
33) Niizato, T., Amano, K., Ota, K., Kunimaru, T., Lanyon B. and Alexander W.R. : 

“Development of Comprehensive Techniques for Coastal Site Characterisation: Part 3 - 
Conceptualisation of Long-Term Geosphere Evolution”, Proceedings of 13th International 
Conference on Environmental and Radioactive Waste Management (ICEM2010), ASME, 
ICEM2010-40052 (2010). 

34) 日本原子力研究開発機構 : “平成 24 年度地層処分技術調査等事業地層処分共通技術調査地質

環境総合評価技術高度化開発 6 カ年とりまとめ報告書” (2013). 
  

- 203 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

4.2 岩盤水理 
4.2.1 はじめに 
 地下水流動特性の長期変動・回復挙動を理解するための岩盤中の水理に関する調査研究では，

「地質学的時間スケールにおける地下水流動特性の長期変動幅を推測するための調査・解析・評

価技術」を構築するための検討を実施した。この際，以下の地質環境の特性とプロセスとして「地

下水流動場／地下水流束分布の長期変化」に着目した 1),2)。ここで，地下水流動場とは，2.2.1 項

でも述べたように，涵養域から流出域までの地下水流動系の範囲や，地下水の流動状態（移流場

か拡散場の違い），地下水流動の駆動力の種類（水圧差による流動や，密度流，熱対流）を指す。

また，地下水流束（単位面積当たりの流量）の三次元分布は，透水係数や透水量係数などの岩盤

の水理特性と，地下水流動の駆動力である動水勾配によって規定される。これら地下水流動場お

よび地下水流束分布は，自然現象に伴い長期的に変動することが想定される。 
 
4.2.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画における岩盤中の水理に関する調査研究では，表 4.2.2-1 に示す技術開発レベ

ルを目標として研究開発を行った。具体的には，瑞浪および幌延における地下水流動特性の長期

変動に影響を与えると考えられる因子を考慮した地下水流動解析を実施するとともに，その結果

に基づき影響因子の抽出を行った。また，地下水位・水圧分布のモニタリングデータを活用して

地震に伴う地下水流動特性の変化に関わる検討を実施した。 
 
表 4.2.2-1 地下水流動特性の長期変動・回復挙動に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 

4.2.3 実施内容と成果 
 地下水流動特性の長期変動に影響を与えると考えられる因子のうち，主に地質プロセスの影響

を受けると考えられるものとしては，地形（想定される地形の高低差や起伏の程度），水理特性，

地温勾配，地下水の水質分布（塩分濃度分布など）が挙げられる。また，主に気候プロセスの影

響を受けると考えられるものとしては，涵養量と海面変化が挙げられる。これらの因子に関して，

瑞浪および幌延において想定される地下水流動特性の長期変動を表 4.2.3-1 にまとめる。 
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表 4.2.3-1 想定される地下水流動特性の長期変動 

 
 
1) 瑞浪 
 瑞浪を含む東濃地域の場合では，過去百万年程度の時間スケールにおいては，熱水活動による

熱対流は生じていないと考えられる。また，花崗岩の水理特性は，過去百万年程度の時間スケー

ルにおいては，顕著な変化が生じていないと考えられる。これらのことから，地下水流動特性に

対する影響因子の一つである地形変化と気候変動に着目した地下水流動解析を実施するとともに，

地下水流動特性の長期変動に対する影響因子を抽出した 3)。これまでに以下に示すように 3 つの

領域とプロセスを考慮した地下水流動解析を実施した。なお，気候変動については，気候変動に

伴う涵養量の変化が解析結果に与える影響を感度解析的に検討した。 
・木曽山脈などの主要な山地や濃尾平野の発達過程を考慮した広範囲の概括的な古地形変化や気

候変動を考慮した地下水流動解析 4),5)（図 4.2.3-1，図 4.2.3-2） 
・断層に囲まれたより狭い領域における河成段丘分布に基づき推定した古地形変化や気候変動を

考慮した地下水流動解析 6),7)（図 4.2.3-3） 
・物理モデルを用いて推定した地形変化および気候変動を考慮した地下水流動解析 8),9)（図 4.2.3-4） 
・複数の断層に囲まれる範囲において断層の連続性などに着目した地下水流動解析 10)（図 4.2.3-5） 
 尾上ほか（2009）5)の解析結果から，山地や丘陵の発生による顕著な高度変化が，地下水の動

水勾配に与える影響が相対的に大きいことが明らかとなった。また，氷期における涵養量の低下

に伴い，特に涵養域となっている高標高地点の地下水位が低下し，大局的な動水勾配が低下する

といった結果となった。このことから，涵養量の変化は，地形変化と同様に地下水流動特性に影

響を与える可能性があることが示唆された。一方で，広範囲の概括的な古地形変化や気候変動を
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考慮した地下水流動解析の結果から，地形変化に伴い涵養域から流出域までの地下水流動系が大

きく変化しない領域の存在が明らかとなった。この結果に基づき，図 4.2.3-3 および図 4.2.3-4 に

示す解析では，この地下水流動系を包含する範囲を解析領域として設定し，より詳細に地形分布

の推定などを行い，それに基づく地下水流動解析を実施した。また，断層の連続性の変化は，地

形変化や涵養量の変化と比較して，地下水流動特性への影響は小さいことが明らかとなった（図

4.2.3-5）。 
 2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震などでの地震活動に伴って地下水圧は変化した 11),12)

（図 4.2.3-6）ものの，2 年程度で地震発生前の状態に回復した。また，低透水性の断層に区分

される領域内における地下水の主流動方向の動水勾配は，地下水流速に影響を与える程度の変化

は認められなかった。 
 以上に述べた地下水流動解析結果や観測データから，地下水流動特性の長期変動に対する影響

因子としては，「地形変化」と「気候変動」が抽出された。また，瑞浪を含む東濃地域における個々

の諸現象と地下水流動特性の関連について，時間断面ごとに整理した（図 4.2.3-7）。 
 また，寒冷期の涵養量の推定に参考となると考えられる，対象地域の寒冷期の気候（気温など

の推定値）と類似の気候を有する地域における気温・降水量・蒸発散量のデータセットを文献情

報から収集，整理した。その結果，蒸発散量と気温や緯度との間にある程度の相関性があること

が示された13)（図4.2.3-8）。 
 

 
図 4.2.3-1 概括的に推定した木曾山脈から伊勢湾までの古地形の推定結果と 

それを用いた地下水流動解析結果（水頭分布）（東濃地域） 
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図 4.2.3-2 涵養量の違いによる全水頭分布の比較（時間断面：0.2Ma）（東濃地域） 

 

 
図 4.2.3-3 河成段丘の分布に基づいて推定した地形変化と 
それを用いた地下水流動解析結果（水頭分布）（東濃地域） 

 

- 207 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

 
図 4.2.3-4 地形変化の数値シミュレーション結果と 

それを用いた地下水流動解析（水頭分布）（東濃地域） 
 

 
図 4.2.3-5 断層ブロック周辺の概括的な地形変化と断層分布を考慮した 

地下水流動解析結果（水頭分布）（東濃地域） 
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図 4.2.3-6 東北地方太平洋沖地震に伴う水圧変化（瑞浪） 
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図 4.2.3-7 地下水流動特性に関わる FEP の相関（東濃地域） 

 

 

図 4.2.3-8 年平均気温と年間実蒸発散量の関係（左）と緯度と年間実蒸発散量の関係（右） 
右図：四角は国内のデータ，白抜きは海外のデータ。回帰直線は，乾燥地である Shapotou のデータを除外して

求めている。 

 

2) 幌延 
 幌延地域の場合では，海面変化を含む地形変化や気候変動に伴う涵養量の変化，続成作用に伴

う水理特性の変化に着目した地下水流動解析が実施されている14),15),16)。解析領域は，海面変化に

伴う海陸分布の変化を考慮して設定した。 
 また，地下水流動に影響を与える自然現象を地下水流動解析に取り込む枠組みとして，複数の

時間断面における地形変化や水理特性の変化，気候変動を考慮できる解析手法を開発し，海面変

化と涵養量を連動させた地下水流動特性と塩分濃度分布の長期的な変化の評価が可能な地下水流

動解析手法（以下，SMS：Sequential Modeling System of geological evolution impact on 
groundwater flow）の開発を進めた16),17),18),19),20)。SMSは，隆起・沈降や侵食・堆積，圧密など

による地形・地質構造の形状や岩盤の透水性などの時間変化とともに，気候変動に伴う降水量の
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変動や永久凍土層の発達などによる涵養量の時間変化および海水準の時間変化を連続的に取り込

みつつ，地下水流動解析を実施することができる手法である。SMSでは，まず地形・地質構造の

形状などを時間変化させる前の状態を表現した初期モデルを作成し，この初期モデルを出発点と

して，地形・地質構造の形状をある時間間隔（解析ステップ）で変化させつつ，海水準や涵養量

などの境界条件を連続的に変化させて，地下水流動解析や密度流を考慮した移流分散解析を実施

している（図4.2.3-9）。このSMSを用いた地下水流動解析の結果から（図4.2.3-10），「地形変化」

や「続成作用に伴う水理特性の変化」，「涵養量の変化」，「海面変化」が地下水流動特性に与える

影響因子として抽出された。 
 東北地方太平洋沖地震などでの地震活動に伴って地下水位の変化が認められた 19),21)（図

4.2.3-11）。この地下水位の変化は，比較的高い透水性領域（≧10-6m/s：図中の C，D，E）にお

いて認められた。なお，水位は回復傾向を示している。水位の回復に要する時間と透水性との間

には明確な関連性は認められない。 
 さらに，幌延地域における個々の諸現象と地下水流動特性の関連について，時間断面ごとに整

理した（図 4.2.3-12）。 
 

 
図 4.2.3-9 SMS の全体処理の流れ 
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図 4.2.3-10 地形・地質構造の変遷モデルと 

それを用いた地下水流動解析結果（水頭分布／塩分濃度分布）（幌延地域） 
 

 
図 4.2.3-11 東北地方太平洋沖地震に伴う水圧変化（地上からのボーリング孔）（幌延地域） 
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図 4.2.3-12 地下水流動特性に関わる FEP の相関（幌延地域） 

 
4.2.4 まとめと今後の課題 
 地質学的時間スケールにおける地下水流動特性の長期変動幅を推測するための個別の調査技術

や観測技術，モデル化・解析技術に関わる汎用的な技術的知見を以下にまとめる。 
・自然事象などに伴う地下水流動特性の長期変化に及ぼす影響を概括的に理解するためには，地

形変化や気候変動を考慮した地下水流動解析が有効であることが明らかとなった。 
・地震に伴い地下水水圧が短期的に変化するものの，2 年程度で地震発生前の状態に回復するこ

とや動水勾配は大きく変化しないことが確認できた。 

 今後の地下水流動特性の長期変動・回復挙動を理解するための岩盤の水理に関する調査研究と

しては，以下の点が課題として挙げられ，それらに関わる技術開発に取り組む予定である。 
・地下水流動特性に影響を及ぼす自然事象の抽出や，地下水流動特性の長期変動の推定に関わる

体系的な調査・解析・評価技術の構築 
・地震に伴う地下水圧変化の発生メカニズムや，それが水理特性や地下水流動特性に与える影響

の把握 
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4.3 地下水の地球化学特性 
4.3.1 はじめに 
 地層処分に関わる安全評価では，地層処分場とその周辺の地質環境特性（地下水の流動特性・

地球化学特性，岩盤の熱特性・力学特性など）の将来変化を踏まえた予測解析を行うことが必要

である。地球化学特性の将来変化については，過去から現在までの長期変動や関連する地質現象，

主要な関連プロセスを理解した上で，蓋然性の高いプロセスを将来に外挿することで将来変化に

ついて推測するといったアプローチに基づき，以下のような検討を行った。 
i. 過去～現在までの天然現象の変遷とそれらが地質環境特性に与えてきた影響の整理 
ii. 考慮すべき重要な天然現象と地質環境特性の関連の整理，シナリオ構築 
iii. 将来のシナリオの類推と，それに伴う地質環境特性の変動幅の推測 
 なお，シナリオ構築に関わる研究では，古水理学的研究とともに国際 FEP（Feature, Event, 
Process）リストを利用した研究が行われている 1),2),3)。FEP に基づく解析は，さまざまな地質現

象（例えば，隆起・沈降，侵食や水理地質構造の変化など）とそのプロセス，特性を整理したも

のであり，複合的に相互関連しながら変化していく地質環境に対して，重要な現象を明確化し確

度の高いシナリオを構築する上で有効な手段の一つである 4)。 
 瑞浪と幌延においては，鉱物学的手法により過去から現在までの地球化学特性の変動幅（地下

水の水質，pH および酸化還元状態）の推測を行うとともに，手法の適用性を確認した。また，

それぞれの地域の地史，岩種の違いに応じて FEP をリスト化し，それぞれの環境における地質

現象および深部地球化学特性との関連性に基づきシナリオの構築を行った。 
 
4.3.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 主に，サイト選定に関する意思決定時に利用可能な技術として，地上からの調査で把握した“化

学的に好ましい環境条件・領域”における地球化学特性の長期安定性を提示するための技術の構

築を目標とする（表 4.3.2-1）。 
 
表 4.3.2-1 地球化学特性の長期変動・回復挙動に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
4.3.3 実施内容と成果 
(1) 過去～現在までの地球化学特性変動範囲の推測技術 
 2.3 節に述べたように，瑞浪，幌延地域において現在の地下水の pH，酸化還元状態に関与する

主要プロセスは，炭酸塩鉱物の溶解・沈殿反応，微生物活動を触媒とした含鉄・含硫黄鉱物の酸

化還元反応である。そのため，これらの鉱物の空間分布や水－鉱物反応状態（産状）を把握する

ことで，それぞれの領域の化学環境を推測することができる。例えば，炭酸塩鉱物は酸性 pH で

は溶解・消失するため，その存在は中性からアルカリ性の pH 環境であることを示唆する。また，

黄鉄鉱などの硫化鉱物は還元環境の指標となる 5)（図 4.3.3-1）。また，これらの鉱物は地質学的

時間スケールで形成されたものであり，沈殿時期などの時間軸を与えることができれば，長期的

な化学環境について推測できるようになる。 
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 瑞浪超深地層研究所を含む東濃地域と幌延地域で得られたコアを対象として，岩種毎の炭酸塩

鉱物の空間分布を観察した結果，東濃地域においては花崗岩中の深度 200m 程度まで炭酸塩鉱物

が認められず，pH 緩衝帯（浸透する浅層水と岩石中の鉱物間の水－鉱物反応により，浸透する

弱酸性の pH を持つ表層水が，炭酸塩の溶脱しない中性～弱アルカリ性に変化する領域）は地表

から 200m 程度と考えられた。一方，幌延地域の堆積岩では，貝化石の溶脱痕は深度 50～300m
まで観察される。ただし，有機物に富む堆積岩環境においては，微生物による有機物分解により

局所的に酸性環境が形成され，周辺の貝化石を局所的に溶脱する可能性がある。そのため，溶脱

痕を観察した場合は，浅部から深部までの貝化石の産状を俯瞰して局所的な溶脱か否か判断する

必要がある。酸化的表層水の浸透指標である酸化鉄が観察されるのは深度 30m 程度までであり

（後述），pH 緩衝帯は地表から数十 m 程度と推測される。それ以深では中性からアルカリ性の

条件が長期的に維持されている可能性がある 6),7)（図 4.3.3-2）。なお，東濃，幌延の炭酸塩鉱物が

分布する深度の pH はそれぞれおおよそ 6～10 の範囲にある。 
 

 
図 4.3.3-1 鉱物分布に基づいて推測できる地球化学特性の概要 
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図 4.3.3-2 東濃，幌延地域における炭酸塩鉱物の空間分布 

 
 また，炭酸塩鉱物の沈殿年代（≒ 溶解することなく保存されてきた期間）を見積もることで，

pH の長期的安定性を推定することができる。沈殿年代は，同位体組成（δ13C，δ18O，14C）や結

晶形，地史などに基づいて推測する方法がある 8),9),10),11)。ただし，これらの手法の適用条件とし

て，調査領域において同位体組成や化学組成が大きく異なる地下水が過去に入れ替わってきたこ

とが必要であり，地下水が地層形成時から保持されている環境では利用できないこともある。瑞

浪では，これらの指標に基づいて，熱水起源や海水起源の炭酸塩鉱物が数百万年間以上の間にわ

たって深度約 200m 以深において溶解せずに保存されてきたことが示されている 12)。一方，幌延

地域においては，長期閉鎖系での微生物が関わる有機物の熟成作用により炭素同位体比が地下水

の値を反映せず，二次鉱物として沈殿した炭酸塩鉱物の沈殿年代を同位体比により推測すること

はできない。ただし，海成層である堆積岩には地層堆積時に取り込まれた貝化石が炭酸塩鉱物と

して含まれているため，貝化石の溶脱深度以深は地層堆積後，中性～アルカリ性の pH 環境にあっ

たことが判る。 
 酸化還元状態の長期変動については，図 4.3.3-1 に示すように酸化還元状態に応じて溶解・沈

殿する水酸化鉄や黄鉄鉱などの含鉄・含硫黄鉱物が指標になる。これらの鉱物が地下水に対して

未飽和の場合はそれぞれの溶解速度で長期的に溶解，消失してしまうため，存在が確認できた場
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合にはその沈殿年代以降，地下水がこれらの鉱物に対して飽和もしくは平衡状態にあったことを

示唆する（未飽和の場合は，それぞれの溶解速度で長期的に溶解，消失してしまうため，そもそ

も観察することができない）。したがって，それらの鉱物の分布状態を把握した上で，各鉱物が飽

和・平衡状態となる酸化還元電位を見積もることで変動可能性範囲を推測できる。 
 東濃地域における含鉄・含硫黄鉱物の分布については，花崗岩を覆う堆積岩において地表から

深度約 30m 付近まで酸化鉄が観察され，深度約 60m 以深では硫化物が観察される還元帯になっ

ている 13)。花崗岩においては，深度百数十 m まで酸化鉄が観察される割れ目が存在する一方で，

酸化鉄の無い割れ目では深度に依存せず黄鉄鉱が普遍的に割れ目表面に観察される 14)。そのため，

表層から深部へ，割れ目の連続性や連結性に応じて不均質に酸化的な地下水が浸透していると推

測される。現在の地下水は 3.3 節に示すように，深度 200m 付近から強還元状態となっている。 
 幌延地域においては，最大で深度 30m 程度まで酸化鉄が確認されており，それ以深では海成層

堆積初期の続成過程で形成されたと考えられる黄鉄鉱が岩石基質中に普遍的に観察される。 
 このように現在の酸化還元状態の深度分布は，含鉄・含硫黄鉱物の分布に基づいて推察するこ

とができる。これらの鉱物の沈殿年代や起源を推測することで，炭酸塩鉱物による pH 安定期間

の推定手法のように，酸化還元電位の安定期間を推測可能となるが，研究事例は少ない 15)。近年

試みられている手法として，上述の炭酸塩鉱物の沈殿年代推定手法と併用して，炭酸塩鉱物中の

ウランや鉄などの金属元素濃度，それらの液相－炭酸塩鉱物間の分配係数に基づいて酸化還元電

位を推測する手法 16),17),18)もあるが，適用事例が少なく今後の研究開発課題である。 
 水質の長期変遷に関しては，炭酸塩鉱物中の流体包有物を利用し塩分濃度の変遷を推測する手

法がある。流体包有物の凍結温度は塩分濃度に依存することが明らかになっており，流体包有物

を含む試料を冷却しながら観察することで，直接的に炭酸塩鉱物沈殿時の地下水の塩分濃度を求

めることが可能である 16)。瑞浪では，わずかではあるが割れ目表面に沈殿した炭酸塩鉱物中に流

体包有物の存在を確認しており（図 4.3.3-3），その凍結温度に基づいて，湖成層堆積時から海成

層堆積時にかけて炭酸塩鉱物を沈殿させた地下水の塩分濃度が 0.47～4.53wt%（1wt% NaCl Eq.
は概ね10,000ppm NaClに相当）と求められており，最も高い値が概ね海水程度の塩分濃度であっ

たことが明らかになっている 6)。分析に適した流体包有物試料が得られない場合は，直接的に塩

分濃度の変動幅を推測する手法がないため，次項で述べる FEP とその相関を時間断面毎に整理

したシナリオ解析に基づいて推測を行うことができる 19)。 
 

 
図 4.3.3-3 東濃地域において観察される炭酸塩鉱物中の流体包有物 
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 また，不明な点の多い地震による地下水の水質変化について，瑞浪の研究坑道での連続観測に

より知見が得られている（図 4.3.3-4）。地下水水質の変化は，水圧の変動に伴う流動状態の変化

に起因して，水質の異なる地下水の混合状態が変化することで起こる。そのため，三次元的に水

質を把握できていれば，水質変動は既知の地下水の水質の混合の範囲内となり，未知の水質に変

化することはないと言える。 
 

 
図 4.3.3-4 瑞浪超深地層研究所における地震時の水圧・水質変化 

東北地方太平洋沖地震に伴い，研究坑道内の各観測区間で水圧が上昇し，現在は低下傾向にある。数か所の観測

区間で，塩化物イオン濃度が変化した後，約 2 ヶ月後に地震前と同等となり，それ以降は地震前に比べ減少した。

水質変化が認められた観測点では，地震発生後の水圧上昇により，各観測地点より深部にある相対的に塩分濃度

の高い地下水が混入し，一時的に水質が変化したものと推察される。 

 
(2) 将来の長期変動・回復挙動に関わるシナリオ構築技術 
 鉱物学的例証などにより推測される過去の化学条件の長期変動範囲を，将来に外挿して安全評

価などに利用するためには，対象地域の様々な地質現象が地下深部の化学条件に与える影響を理

解しておく必要がある。その上で，影響が大きいと考えられる地質現象を抽出して，その将来の
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変化を踏まえて将来変動を推測する。また，視点を変えると，先に述べたような鉱物学的例証に

よって長期的に好ましい化学条件が維持されていると判断された領域において，過去に起こって

きた様々な地質現象を明確にしておくことで，その実際的影響の大きさを提示することができる。

したがって，地球化学特性の長期変動に関わる将来予測に当たっては，将来に外挿される主要な

地質現象が過去のそれと同様であるか否かが重要となる。 
 第 2 期中期計画では，これまでに瑞浪，幌延で得られている様々な地質現象に関わる知見につ

いて，時空間スケール毎に抽出するとともに，それらの地質現象と地下深部の化学条件の関連性

について年表形式で連関図法を用いた情報の整理を行った。この手法では，過去の気候変動に伴

う地下水涵養量の変化や隆起・侵食，断層の形成など地質学的事象と付随する地質・地質構造，

水理特性，鉱物特性，化学条件の変化，関連する主要プロセス（FEP）について，地史に応じて

時間軸に沿って整理することで地球化学特性の長期変動シナリオを構築する 1),20)。蓋然性の高い

プロセスを参照してシナリオを将来に外挿し，化学条件の変動範囲を見積もるという考え方であ

る。 
 東濃地域では，白亜紀末期に形成された基盤花崗岩上に中新世の湖成層，海成層が堆積してお

り，過去に花崗岩形成時の熱水や堆積岩堆積時の淡水，海水が地下水として岩盤中に存在してい

たと考えられる。現在，調査領域の地下水水質は，地下水流動の上流側に淡水，月吉断層を介し

て下流側に上流に比べて塩分濃度の高い地下水が分布しており，現状を説明する図 4.3.3-5 のよ

うな複数の仮説が考えられる。 
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図 4.3.3-5 東濃地域における長期的な地下水変遷仮説 

割れ目の充填鉱物を対象とした地球化学調査結果と地史との対比により推定される地下水質の長期変遷（上）。高

塩分地下水の起源を化石海水か過去の熱水（もしくは長期的な水－岩石反応により形成されたブライン）と想定

した場合の長期変遷プロセス（下）。地下水流動上流側では過去に広く分布していた高塩分地下水が低塩分地下水

により洗い出されており，瑞浪超深地層研究所が位置する下流側では，残留する高塩分地下水と浅部の低塩分地

下水の混合により現状の水質分布となっている。 

 
 東濃地域の深部地球化学特性に関連する FEP は，図 4.3.3-6 のように整理される。地層の堆積

や海進・海退に伴って，花崗岩深部の地下水は初期熱水から淡水，海水，淡水と入れ替わり，そ
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れぞれの時間断面で地下水の水みちとなる割れ目の表面に pH を緩衝する炭酸塩鉱物が沈殿して

いる。還元環境であることを示唆する黄鉄鉱の沈殿については，その時期が定かでないものの沈

殿するためには，硫酸イオンに富む地下水水質条件が必要であることから，熱水か海水を起源と

する可能性が高い。また，前述したように，これらの鉱物は深度約 200m 以深で普遍的に観察さ

れることから，海退後数百万年間以上の間の様々な地質現象（気候変動や地下水の入れ替わりな

ど）が花崗岩深部の pH，酸化還元状態に与えた影響は，深度百数十 m の範囲にとどまっている

と推測される。この地域の隆起速度（0.1～0.3m/千年）21)を踏まえると，将来数十万年後は 200
～300m の隆起により，浅部の地層が除荷され花崗岩上部で新たな割れ目が増加するとともに岩

盤の透水性も大きくなると予測される。その場合，浅層水が花崗岩深部に浸透しやすくなるため，

塩分濃度が減少する。地下水の pH，酸化還元電位については，岩盤中の炭酸塩鉱物，硫化鉱物

による緩衝作用が期待されるが，隆起・侵食により相対的に深度が浅くなることから，現在の深

度 400～500m までのこれらの鉱物が溶解消失し，弱酸性，相対的酸化条件になる可能性がある。 
 

 
図 4.3.3-6 東濃地域における地下水化学に関わる地質現象シナリオ 

 
 幌延地域では，海成層堆積後，地層の圧密などにより物質循環閉鎖系が形成されることで，深

部に水理・化学的に長期隔離された領域が形成されている（図 4.3.3-7）。その過去から将来にわ

たる深部地球化学特性に関連する FEP は，図 4.3.3-8 のように整理される。堆積岩深部では，炭

酸塩鉱物，硫化鉱物を介した水－鉱物反応，微生物による有機物熟成などの結果，中性の pH，

還元環境にあったと考えられる。将来，隆起・侵食（約 0.3m/千年と仮定）22)に伴う地形・地質

構造の変化により 10 万年後の化学条件，地質構造は現在とほぼ同様だが，現在の深度 700m 以

浅の領域では数十万年後以降は塩水環境から淡水環境になり，陽イオン交換反応による pH の上
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昇 23)や，断層（割れ目）の透水性の上昇 24),25)が起こる可能性があると推察される。 
 

 
図 4.3.3-7 幌延地域における長期的な地下水変遷仮説 
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図 4.3.3-8 幌延地域における地下水化学に関わる地質現象シナリオ 

 
 以上のように，岩種や割れ目の有無といった水理地質構造に応じて鉱物の分布深度は異なって

いるものの，過去から現在までの長期にわたって炭酸塩鉱物の緩衝反応が長期的に地下水の pH
に関わる主要反応であったことが推察される。また，酸化還元状態については，幌延では黄鉄鉱

が主体であるものの，浅部では鉄酸化物／水酸化物が，深部では黄鉄鉱の緩衝反応が長期的に酸

化還元状態に関与していると考えられる。これらの反応は，将来にわたって継続するものの，隆

起・侵食による浅部の透水性増加，酸化的浅層水の恒常的浸透により，徐々に溶脱，消失するも

のと予想される。また，隆起侵食速度に応じて，長期的な化学環境の安定領域を推測することが

でき，数十万年後も中性～弱アルカリ性 pH，-300mV 程度の強還元状態（黄鉄鉱の存在領域）に

あると予想される領域は，東濃では700～800m以深（500m以深の割れ目低密度帯+200～300m），

幌延では深度約 700m 以深（400m 以深 26)の低透水領域+300m）となる。 
 炭酸塩鉱物，硫化鉱物が将来も消失しない領域については，これらの鉱物の酸化還元平衡電位

を熱力学的に計算することで，その長期変動幅を推測することができる。計算には，過去に存在

した可能性のある地下水，シナリオ上，将来対象領域に涵養してくる可能性のある地下水の水質

を使用する。例えば，地下水流動の上流側・下流側に存在する地下水の値や，その領域に過去に

涵養していた海水の値などを幅広く仮定する。 
 瑞浪超深地層研究所周辺では，3.3 節に述べたように研究坑道掘削に伴う浅層地下水の浸透が

起こっており，長期的な表層水の浸透に関わる加速試験に相当する状況となっているため，今後，

pH，酸化還元状態の経時変化を注視していく必要がある。 
 幌延では，主要な酸化還元反応が黄鉄鉱（pyrite）などの硫化物と地下水の反応と同定されて

おり，岩盤中に黄鉄鉱が存在する領域の過去から現在までの酸化還元電位は図 4.3.3-9 で示され

る範囲と見積もられる。将来の隆起・侵食により深部地下水の塩分濃度は相対的に希釈されるも

のの，pH・酸化還元電位に関わる炭酸塩鉱物，硫化鉱物は地層中に十分量存在するため，主要な
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化学反応および形成される pH，酸化還元環境は将来も同様と推察される。これは，数百万年の

隆起・侵食を経た現在の地層中において，深度数十 m 以深において，貝化石や黄鉄鉱などが普遍

的に観察されることからも裏付けられる。 
 

 
図 4.3.3-9 幌延地域において鉱物の平衡電位から見積もられる酸化還元電位 19) 

現在の地下水の水質と過去に海水が涵養していたと仮定し，それらの水質をもとに相平衡図を描き，各線に囲ま

れる領域（実線・斜線部：現在の水質，破線・影塗部：海水の水質）を酸化還元電位の長期変動範囲とした。 

 
4.3.4 まとめと今後の課題 
 以上，第 2 期中期計画で得られた結晶質岩，堆積岩を対象としてこれまでに得られた新たな知

見に基づいて，従来，調査解析手法がなかった長期的化学特性について，鉱物学的手法やシナリ

オ解析による推測手順を提示した（図 4.3.4-1）。また，個々の項目については，以下のような汎

用的な留意点・ノウハウを提言することができる。 
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図 4.3.4-1 地球化学特性の長期変動幅を推測するための汎用的手順 

 
(1) 過去～現在までの地球化学特性変動範囲の推測技術（鉱物を利用した過去の地球化学特性長期

変動幅の推測技術） 
・岩盤中の鉱物（主に二次鉱物）の分布，化学組成，同位体組成を指標として，pH と酸化還元

電位，塩分濃度などの長期的な変動範囲を推測する。 
・pH の指標となる鉱物には，中性～アルカリ性条件で安定な炭酸塩鉱物（主に方解石）が挙げ

られ，化学組成，同位体組成，結晶形などに基づき，その分布，起源，沈殿年代を調べること

で pH の長期的な安定領域を推察できる 12),16),27)。この方法は，過去に海水と淡水など水質が異

なる地下水が入れ替わってきたフィールドに適しており，有機物を含まない花崗岩などの岩盤

に有効である。一方，有機物を多く含む堆積岩では，微生物による有機物の分解などにより同

位体比が地下水の値を反映しないことがあるため注意が必要である。 
・酸化還元状態については，岩種に関わらず含鉄，含硫黄鉱物の分布に基づき還元環境の領域を

把握可能である。ただし，その沈殿年代を推定する手法がないため，長期的な変動幅を直接的

に推定することができない。既往の研究では，炭酸塩鉱物中の金属元素濃度などに基づいて沈
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殿時の酸化還元状態を推測した例があるが，事例が少なくその適用性は未確認である。 
・その他の重要な知見として，地震による水質変動について観察事例を整理した結果，水質の変

動は既存の地下水の混合により起こるため，その変動幅が，現在観察される地下水の水質の範

囲を超えることはないことが汎用的知見として提言できる。 
(2) 将来の長期変動・回復挙動に関わるシナリオ構築技術（シナリオ解析を利用した将来の地球化学

特性長期変動幅の推測技術） 
・調査領域を水理地質構造区分や地球化学特性の違いに応じて複数のサブシステムとして領域区

分した上で，地下調査施設を建設するサブシステムとその周辺の地球化学プロセスとそれに影

響を与えてきた天然事象（過去から現在までの地質・地質構造，水理地質構造，地球化学環境

に関わる諸プロセス：FEP）の相関を時間断面毎に整理する。また，地球化学特性に関わる主

要プロセスを同定する。詳細な手順は次のとおり。 
1) 地質学的現象が網羅された OECD/NEA の FEP リスト 1),28)を参照し，時間断面ごとの地質

学的イベントを抽出し年表形式で整理する。とくに，安全評価対象となるサブシステムで

の地質現象と，付随する水理地質プロセスについて可能な限り定量的に推測する。 
2) 年表の範囲は安全評価の時間スケールを包含し，かつ将来の安全評価期間に各現象を外挿

できる範囲とする（例えば，1 万年，10 万年，100 万年）。長期サイクルで繰り返し起こ

る現象，不可逆的現象など各現象の普遍性にも留意する 26),29),30)。 
3) 時間断面ごとの水理地質特性の変化に付随する地球化学プロセスを推察するとともに，化

学条件に関わる水－鉱物反応，微生物反応などの主要プロセスの相互関係とその変遷の整

理を行い，蓋然性の高い相互作用を抽出する（例えば，微生物による硫酸還元→黄鉄鉱の

沈殿→地下水中の硫酸イオン濃度減少，圧密による空隙サイズの縮小→透水係数の低下→
化学反応物質の供給量減など）。 

4) 過去の地質現象（気候変動や隆起・侵食など）に対する深部地球化学条件の応答性，頑健

性を考察するとともに，過去から現在までの主要な地質・水理・地球化学プロセスを将来

に外挿し，安全評価期間における地球化学条件の変動幅を推測する。外挿時には各プロセ

スの不可逆性・可逆性，繰り返し性，現象の時間スケールに留意する。過去の様々な地質

現象が地下深部の地球化学特性に与える影響については，地質現象の起こる時間スケール

と地下水の滞留年代にも留意する。例えば，滞留年代が 1 万年程度の地下水が存在する領

域においては，数万年規模の時間スケールで起こる気候変動に伴う涵養量の変化に応答し

て，地下水の水質が変動する可能性がある。一方で，地下水の滞留年代が数百万年の領域

では，気候変動の影響は小さいと推察される。 
・更に，隆起・侵食速度などを踏まえた将来の天然現象に関わるシナリオ解析により，長期的に

好ましい地質環境条件の分布領域（深度）を明示する。 
 地球化学特性の長期変動については，鉱物学的知見やシナリオ解析によりその変動幅を提示す

ることが可能である。一方で，今後の必須の課題として，現在観察される還元環境の長期安定性

を明示するために，酸化還元状態に関わる鉱物の沈殿年代を推定する手法の開発が必要である。 
 また，処分開始に関する意思決定への反映を目的として，3.3 節に述べた施設建設・操業・閉

鎖後の地球化学特性の短期変動・回復挙動（定常状態化）と，天然事象に伴う長期変動を統合す

る解析技術の構築が必須の課題として挙げられる（図 4.3.4-2）。そのため，瑞浪・幌延の深地層

の研究施設において坑道閉鎖試験や周辺モニタリングを実施し，地球化学特性の短期変動・回復

挙動を理解するとともに，天然事象に伴う長期変動幅と比較し，それぞれの変動幅の安全評価へ
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の反映の考え方を整理していくことが必要である。 
 

 

図 4.3.4-2 地球化学特性の中長期変動に関わる統合シナリオの構築（東濃地域の検討例） 
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4.4 岩盤力学 
4.4.1 はじめに 
 岩盤の力学特性や初期応力状態は，地下調査施設の設計・建設に必須の情報であるとともに，

人工バリアの外側条件となり，安全評価を行ううえで重要となる坑道掘削の影響を受けた領域（掘

削損傷領域：EDZ や掘削影響領域：EdZ）の広がりや特性の主たる要因であることが知られてい

る。対象となる岩盤の力学特性や初期応力状態を把握するために，地表からの調査予測研究段階

（第 1 段階）においてはボーリング調査や岩芯を用いた試験を実施し，地下施設建設前の初期状

態を把握することが求められる。研究坑道の掘削を伴う研究段階（第 2 段階）および研究坑道を

利用した研究段階（第 3 段階）では，坑道内からの調査に基づき，第 1 段階の予測結果を確認・

検証していくとともに，坑道周辺の掘削影響領域のより詳細な情報を取得することが重要である。 
 一方で，岩盤あるいは岩石はクリープや応力緩和といった長期挙動を示すことが知られている。

ここでは，「岩盤の長期挙動の把握」を対象に知見を整理する。 
 
4.4.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画においては，坑道掘削の進展（瑞浪では深度 500m，幌延では深度 350m）に

伴い坑道内からの調査を実施し，応力場ならびに岩盤の物理・力学特性を把握するとともに，第

1 段階の予測結果を確認・検証することにより，第 1 段階で適用した調査・モデル化・解析手法

の適用性を確認することが目標である。これについては A1 群で整理した。また，もうひとつの

目標として，坑道掘削に伴う地質環境の変化を把握することがあげられる。これについては A2
群で整理した。表 4.4.2-1 に，A3 群の岩盤力学に関する調査研究の反映先，目標とする技術開発

レベルおよび必要な研究開発項目を示す。なお，これらについては，第 2 期中期計画における目

標とする技術開発レベルとしては設定していない。 
 

表 4.4.2-1 岩盤力学に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 
4.4.3 実施内容と成果 
(1) 岩盤の長期挙動の把握 
1) 瑞浪 
 瑞浪においては，長期クリープ試験と応力緩和試験を行う現象論的な検討を行うととも

に 1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),11),12),13),14),15),16),17)，岩石の微視的な構造や長期挙動に影響を及ぼす温度や化

学的影響に関する理論的な検討を継続している 18),19),20),21),22),23),24),25),26)。これまでの主な成果は以

下のとおりである。 
・田下凝灰岩の 10 年を超す長期クリープ試験などを実施し，岩石の長期挙動の把握や坑道の力

学的な超長期挙動を解析的に検討するための基礎データを取得した 27),28)（図 4.4.3-1）。 
・花崗岩の一軸圧縮試験を行い，顕微鏡による微視的観察や石英の圧力溶解現象を評価するため

の化学分析結果から，花崗岩のマイクロクラック進展のメカニズムやメカニズムに影響を及ぼ

す因子について評価した（図 4.4.3-2）。 
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・土岐花崗岩中に立坑を掘削した場合の坑道周辺岩盤のクリープ現象を，コンプライアンス可変

方程式を用いた数値解析により予測した。 
 

  
図 4.4.3-1 長期クリープ試験（田下凝灰岩） 図 4.4.3-2 石英の圧力溶解現象の観察 

 
2) 幌延 
 幌延深地層研究計画の地上からボーリング孔掘削で得られた珪質泥岩を用いて，岩石の強度回

復特性を調査する押し込み試験，変位を一定に保った状態で応力の継時変化を測定する一般化応

力緩和試験，引張荷重下での力学特性を調査する一軸引張試験および圧裂引張試験，岩石が乾燥

する際のひずみを計測する乾燥収縮試験を実施した。得られた成果は，以下のとおりである。 
・押し込み試験の結果から，一旦破壊したコアは，破壊後に載荷した荷重で軸ひずみが大きくな

ることで，一軸圧縮強さが大きくなる（図 4.4.3-3）。その度合いは，荷重保持の時間が長くな

るほど大きくなる，すなわち強度が回復することが明らかとなった 29)。また，押し込み試験の

結果から，軸ひずみが増加することにより岩石の透水性が回復（低下）する傾向が明らかとなっ

た 29)（図 4.4.3-4）。これらの成果は，坑道埋戻し後の緩衝材の膨潤により，岩盤に作用する圧

力が増大し，それに伴う坑道周辺岩盤の亀裂の閉口（セルフシーリング）のメカニズムの解明

に有用であると考えられる。 
・強度回復特性に及ぼす時間依存および層理面の影響についてのデータを蓄積し，構成式の改良

案を提示した 30)。 
・一般化応力緩和試験の結果から，載荷過程での歪速度が小さいほどクリープ歪や緩和応力の変

化が小さいことが明らかとなった 31)。 
・一般化応力緩和試験の結果から，供試体の気乾状態と湿潤状態の結果を比較すると，気乾状態

の方がクリープ歪や緩和応力の変化が小さいことが明らかとなった 31)。 
・水中で実施した圧裂引張試験と一軸引張試験の結果，層理面に垂直に載荷した場合の強度は，

平行に載荷した場合の強度の 2 倍程度になることが明らかとなった 31)。 
・岩石試料を用いて乾燥収縮試験を実施し，変形量と飽和度，層理の関係を検討するためのデー

タを取得した。これと併せて，含水状態を変化させて強度試験を実施し，変形係数・強度と飽

和度の関係が指数関数で表現できることを確認した 30)（図 4.4.3-5，図 4.4.3-6）。今後，岩石の

乾燥収縮や湿潤膨張を考慮した構成式の改良を実施していく予定である。 
 今後，これらの成果を基に，これまでに提案されてきた岩盤の長期挙動を予測する構成式を再

構築し，長期挙動を精度よく再現できるモデルを作成していく。 
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図 4.4.3-3 岩石の押し込み試験結果 30) 図 4.4.3-4 押し込み試験時の透水試験結果 29) 

  
図 4.4.3-5 乾燥収縮試験結果 30) 図 4.4.3-6 飽和度とヤング率の関係 30) 

 
3) 汎用的な成果 
 岩盤の長期挙動を評価するうえで，クリープと応力緩和に関する現象を理解することは岩種を

問わない重要な事項である。さらに，軟岩においては載荷に伴い強度回復が見込めるため，これ

らの現象に伴う支配要因を把握することも重要である。EDZ の長期挙動については，検討事例も

ほとんどないため，データの蓄積が重要である。 
 
4.4.4 まとめと今後の課題 
 岩石コアを用いた室内試験により，岩石の長期挙動に関するデータや，長期挙動を支配する地

質構造や微視的構造，含水状態などの諸因子に関する情報が蓄積されつつある。 
 今後の課題としては，以下が考えられる。 
 ・地震時の EDZ の挙動の理解 
 ・施設閉鎖後の地質学的時間スケールにおける初期応力状態，EDZ の長期変動幅の推定 
 ・EDZ のセルフシーリングのメカニズムの評価とモデル化 
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4.5 物質移動 
4.5.1 はじめに 
 物質移動の研究では，岩盤および地下水による物質移動の遅延効果を把握することを目的に，

地上からの調査，研究坑道の掘削を伴う調査および研究坑道を利用した調査による地質環境の長

期変動・回復挙動の理解として，以下の(1)，(2)の地質環境特性の長期的変化やそのプロセスに着

目した調査・解析・評価技術の構築を課題として取り組んできている。 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の長期的変化の把握 
 地層処分の安全評価の観点から，岩盤の収着・拡散特性の長期的な変化を把握することが重要

である。その長期的な変化の解析・評価技術の構築も併せて必須の項目である。 
(2) 物質移動場の長期的変化の把握 
 地層処分の安全評価の観点から，物質移動の場となる地質・地質構造，地下水の水圧や岩盤の

透水性，地下水水質分布の長期的な変化を把握する必要がある。また，それらを把握するために

信頼性の高いデータを精度よく取得する技術および解析・評価技術の構築も併せて必須の項目で

ある。 
 
4.5.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 処分事業におけるサイト選定，施設建設，処分開始，廃棄体定置終了・最終閉鎖などに関する

意思決定に反映可能な成果や科学的知見の提示が深地層の研究施設での研究で求められる。その

観点から，地質環境の長期変動・回復挙動の理解に関して，処分開始および廃棄体定置終了・最

終閉鎖に関する意思決定を反映先とした物質移動研究において目標とする技術開発レベルとして

は，地質学的時間スケールで物質移動特性の変化を予測し，物質移動に関して長期に亘る環境条

件の変化を提示できる調査評価技術を構築することであり，調査から解析・評価までの一連の技

術を体系化することである（表 4.5.2-1）。 
 第 2 期中期計画期間中には，地上から掘削したボーリング孔や採取したコアおよび地下水試料，

瑞浪では深度 500m，幌延では深度 350m まで掘削された立坑および水平坑道を利用した調査研

究を行い，地質学的時間スケールにおける物質移動現象やその特性の長期変動幅を推測するため

の調査・解析・評価技術の構築を行った。 
 

表 4.5.2-1 物質移動に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 

 
 

- 237 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

4.5.3 実施内容と成果 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の長期的変化の把握 
 地質環境中での収着・拡散は，その物質移動の遅延を支配する重要な現象であり，固相の鉱物

組成や間隙構造，地下水や間隙水の水質，その中での核種の溶存状態（化学種）などの様々な物

理化学条件によって，核種の収着・拡散現象は大きく変化する。しかしながら，地質学的時間ス

ケールにおける長期的な特性変化を室内・原位置試験などにより直接的に把握することは困難で

ある。したがって，ナチュラルアナログを利用した収着・拡散特性の変化を評価する調査技術の

構築と，それによるデータ取得が重要である。この観点から，研究対象とする岩盤の化学組成，

鉱物組成などの基礎データや天然の元素の分布状況などを把握することを目的に，各種調査を実

施した。 
1) 瑞浪 
 主に地上から掘削したボーリング孔のコアを利用して，土岐花崗岩中に認められる透水性割れ

目近傍におけるウラン系列核種（238U，234U，230Th）の分布プロファイルからマトリクス拡散深

さを推定した。その結果，透水性割れ目の近傍におけるマトリクス拡散は数十 mm 以上におよぶ

ことが示された 1)。このようなナチュラルアナログを利用した手法により長期的な物質移動特性

を評価することが可能と考えられる。 
2) 幌延 
 地上から掘削したボーリング孔のコアを利用して，研究坑道周辺に分布する声問層および稚内

層の鉱物・化学組成分析により，アナログ元素濃度分布の不均質性や地質構造・地下水流動・地

球化学環境とアナログ元素濃度の関連性について検討した。分析および検討の結果から，健岩部

では顕著な元素の移動はなく，濃集が認められた一部の断層が移行経路として重要であることが

示された 2)（図 4.5.3-1）。 
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図 4.5.3-1 微量元素濃度と Al 濃度の相関の例 2) 

 
(2) 物質移動場の長期的変化の把握 
 物質移動場の長期的変化に関しては，室内・原位置試験により直接的に把握することは困難で

ある。そこで，物質移動に影響を及ぼす地質構造やその形成プロセス，隆起・沈降などの大局的
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な地質構造発達史に着目し，長期的な物質移動場の変化を予測するための情報の整理に着手した。

その結果，地質構造発達史と透水性割れ目形成プロセスの理解に基づき，長期的な物質移動場の

変遷を推定することが可能であることがわかった。 
1) 瑞浪 
 物質移動場の長期的変化の把握を目的に，地上からのボーリング調査，研究坑道掘削時の調査，

研究坑道からのボーリング調査の結果から，物質の移動経路となり得る断層や割れ目を抽出した。

これらの断層や割れ目を，主に地質学的な観点から充填鉱物の種類・有無，割れ目近傍の母岩の

変質の程度・色調，透水性，断層・割れ目の形成時期などに着目して，5 つのタイプに分類した 3)

（表 4.5.3-1）。今後は，これらの割れ目や断層などの不連続構造の成因や発達過程を考察し，長

期的な物質移動の評価に資するための知見を蓄積していく。 
 

表 4.5.3-1 土岐花崗岩中の割れ目などのタイプ分け 

  
 
2) 幌延 
 物質移動場の長期的変化の把握を目的として，地上からのボーリング調査，研究坑道掘削時の

調査，研究坑道からのボーリング調査の結果から，物質の移動経路となり得る不連続構造を抽出

した。割れ目などの不連続構造は，その分布や頻度などの観点において長期的に変化し得る地質

環境の構成要素として，物質移動に直接的に影響を与える可能性が高いと考えられる。ここでは，

地質学的な観点から割れ目の形成メカニズム（引張性とせん断性），せん断割れ目が伴う断層岩の

有無 4)，シアバンド形成の有無 5)などに着目して，抽出された不連続構造を 4 つに類型化した（図

4.5.3-2）。 
 地質環境の長期的変化に関しては，収集・整理した幌延地域の地質構造発達史に基づき，地質・

地質構造の変遷モデルを構築した 6)（図 4.5.3-3）。また，地質環境中の岩石に対する続成作用に

影響を与える隆起・沈降などの現象と岩盤の強度や脆性度の関係から，透水性割れ目や横ずれ断

層の形成プロセスが明らかにされた 7)（図 4.5.3-4）。これらの成果から，地質環境の長期的な変

遷は復元可能であることが示された。これらの地質構造発達や割れ目形成プロセスの理解に基づ

き，地質学的時間スケールにおける物質移動場の長期的な変遷を推定可能と考えられる。 
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図 4.5.3-2 幌延地域の堆積岩から抽出された地質学的な不連続構造 

（a，c，d：Ishii et al., 20104)；b：Ishii et al., 20115)） 

 
図 4.5.3-3 地形・地質構造の変遷モデル 6) 
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図 4.5.3-4 横ずれ断層形成プロセスの例 7) 

 
4.5.4 まとめと今後の課題 
 物質移動に関する地上からの調査，研究坑道の掘削を伴う調査および研究坑道を利用した調査

により得られた地質環境の長期変動・回復挙動の理解に関わる技術的知見を以下にまとめる。 
(1) 岩盤の収着・拡散特性の長期変化の把握 
・土岐花崗岩中の透水性割れ目近傍における天然のウラン系列核種の分布プロファイルからマト

リクス拡散が数十 mm 以上に及ぶこと，研究坑道周辺の堆積岩の鉱物・化学組成分析から，健

岩部で顕著な元素の移動がなく，一部の断層が物質の移動経路として重要であることを示し，

ナチュラルアナログを利用した手法により長期的な物質移動特性の評価が可能であることを示

した。（共通） 
(2) 物質移動場の長期的変化の把握 
・割れ目などの不連続構造は長期的に変化し得る地質環境の構成要素であることから，長期的な

物質移動場の変化を予測するための情報の整理として，物質移動経路となり得る不連続構造を

瑞浪では 5 つ，幌延では 4 つに類型化した。これらの不連続構造の成因や発達過程を考察する

ことで物質移動場の長期的な変遷を推定可能と考えられる。（共通） 
・幌延地域の地質構造発達史に基づき構築した地質・地質構造の長期変遷モデルや，隆起・沈降

などの現象と岩盤の強度や脆性度の関係から，透水性割れ目や横ずれ断層の形成プロセスを解

明するアプローチにより，地質環境の長期的な変遷が復元可能であることを示した。これらの

地質学的時間スケールにおける地質環境の変遷と物質移動経路に関わる構造の形成プロセスを

統合することにより，物質移動場の長期的な変遷を推定可能と考えられる。（幌延） 
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 物質移動に関する地質環境の長期変動・回復挙動の理解に関して，地質学的時間スケールにお

ける地質環境中の物質移動現象やその特性の長期変動幅を推測するための調査・解析・評価技術

の整備に着手した。 
 物質移動に関する研究については，地質環境の長期変動・回復挙動の観点において，地下施設

近傍・遠方領域を含めた物質移動特性の長期変動を理解・評価するための調査・解析・評価技術

の開発および地質環境の長期変遷に伴う物質移動場の変化に関する理解が重要な課題である。ま

た，瑞浪および幌延の深地層の研究施設での調査研究を通じて調査・解析・評価技術の事例を提

示していくことも重要な課題である。 
また，本研究は深地層の研究施設計画 8),9)における第 3 段階の重要な研究課題として位置づけ

られている。瑞浪および幌延では，原位置試験を実施するための水平坑道などの整備が進みつつ

あり，第 2 期中期計画期間内においては，原位置での物質移動に関する研究に着手したところで

ある。今後は，長期的な物質移動現象の変化を予測するための情報の整理をさらに進めつつ，地

質構造発達・地質環境変動に伴う地下施設近傍・遠方領域の物質移動特性の長期変動幅を推定可

能な調査評価技術や，地質学的時間スケールでの物質移動特性変動のモデル化技術の構築を進め

る予定である。 
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4.6 地質環境の長期安定性 
4.6.1 はじめに 
 地質環境の長期安定性に関する研究では，最終処分事業におけるサイト選定や国の安全規制に

資するため，「調査技術の開発・体系化」，「長期予測・影響評価モデルの開発」および「年代測定

技術の開発」の 3 つのカテゴリーの研究開発を進めている。このうち，「長期予測・影響評価モ

デルの開発」では，自然現象を発端とする様々な地質環境への影響に係るシナリオについて，そ

のシナリオの発生する可能性と地質環境の変動幅を予測結果に内在する不確実性を含めて示して

いくための技術基盤の整備を目指しており，これらは変動シナリオを考慮した安全評価と密接に

関連する。そのため，A3) 地質環境の長期変動・回復挙動の理解では当該研究開発に係わる主な

成果について述べる。 
 

4.6.2 第 2 期中期計画において目標とする技術開発レベル 
 第 2 期中期計画では，関係研究機関のみならず大学などで行われている基礎研究の動向も精査

した上で，関係法令や報告に留意しつつ，実施主体や規制機関の様々なニーズ 1),2),3),4),5)のうち重

要性や緊急性などを考慮に入れて研究課題の設定を行った（表 4.6.2-1）。 
 

表 4.6.2-1 地質環境の長期安定性に関わる調査研究の目標とする技術開発レベル 
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4.6.3 実施内容と成果 
(1) 断層運動に伴う地下水流動系の変化に関する評価技術 
 2011 年東北地方太平洋沖地震（M9.0）の発生以降，これに誘発されたと考えられる地震が各

地で発生しているほか，これらに伴った地下水や温泉水の水位・水質の変化が各地で報告されて

いる 6),7)。この誘発地震や地下水理の変化は，大規模な海溝型地震に伴う地殻応力場の変化が引

き起こした現象の一つと考えられ，地殻変動の規則性，継続性に基づく地質環境の長期予測の観

点から，どのように評価していくべきか検討する必要がある。その際，海溝型地震に伴う地殻応

力場の変化から，地下水理の変化を予測する手法が重要となる。しかしながら，海溝型地震に伴

う地殻応力の変化と地下水理の変化を合わせて評価した事例はない。そのため，本研究では，食

い違い理論に基づく数値シミュレーションから得られた解析結果と，実際に発生した海溝型地震

の影響に伴う地下水理の観測結果との整合性を確認するための研究を実施した。 
 本研究では，2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地下水圧の変化に着目した。食い違い理論に

基づく数値シミュレーションには，地殻変動解析プログラム Coulomb3.18),9)を用いた。体積歪計

算結果は，既に各研究機関により提示されている主な断層モデルのどれを採用しても，東北～中

部地方の陸域の大部分は膨張域を示した（図 4.6.3-1）。この体積歪変化とそれに対する地下水圧

を計算し，その結果と瑞浪超深地層研究所およびその周辺における地下水観測結果との比較を

行った。地下水観測を実施しているボーリング孔のデータからは，2011 年東北地方太平洋沖地震

に伴い観測された地下水圧変化の傾向が，地震に伴う体積歪の変化の計算結果，および地球潮汐

による変動に基づく歪変化と地下水応答との関係から推定される地下水圧変化とオーダのレベル

でほぼ一致し，両者が整合的であることを確認した 10)（表 4.6.3-1）。 
 以上の結果は，海溝型地震に伴う地殻の体積歪の解析から，地下水理の変化を予測するための

有効な手法を提示している。今後，地層処分の更なる安全性の検討に際しては，2011 年東北地方

太平洋沖地震のように 1,000 年に 1 回の稀頻度の地質イベントを考慮した評価シナリオと解析手

法の開発が必要である。 
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図4.6.3-1 食い違い理論の計算による東北地方太平洋沖地震後の日本列島東部の体積歪変化 

（Niwa et al., 201210)を編集） 
断層モデルはYagi and Fukahata（2011）11)による。星印は震源の位置。 

 
表4.6.3-1 東北地方太平洋沖地震に伴う地下水圧変化の理論計算値と観測値との比較 

（Niwa et al., 201210)を編集） 
地下水圧変化（水位換算）の値は低下を示す。 

 
 

(2) 地形変化シミュレーション技術 
 地形変化は，地下水の動きや水質などの地質環境に変化を及ぼすことが想定される12)。将来10
万年程度の地形変化は，過去数十万年間の隆起・侵食や気候サイクルから外挿・類推することが
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基本となる。第1期中期計画では，氷期・間氷期の1サイクルの数十km以上の大局的な地形変化

を把握するため，粒径変化に基づく河川堆積プロセスのシミュレーション方法（特許第5422833
号）を組み込んだプログラムを開発した13)。しかし，地形変化のように不可逆的な現象について，

将来予測の妥当性を示すことは難しい。これらについては，地形・地質学的情報によって復元さ

れた過去の地形を起点としてシミュレーションによって現在の地形を再現する方法などが考えら

れる（図4.6.3-2）。本研究は岐阜県東部を事例に，約十万年前の地形を復元し，これを起点とし

た数値シミュレーションによって推定した地形と，現在の地形とを比較した。 
 対象領域は，三河高原と美濃高原の境界付近を流れる土岐川の中～上流域として，MIS 6に形

成されたと考えられる河成段丘面の分布とそれに近接する河川の河床縦断形との関係などから約

14万年前の古地形を復元した。これを起点としたシミュレーションの結果，大局的な高度分布お

よび河成段丘の分布・比高において，シミュレーション結果は実際の現在の地形にほぼ一致する

ものとなり（図4.6.3-3，図4.6.3-4），将来十万年程度の地形変化シミュレーションは概ね妥当な

ものと考えられる14)。また，古地形の復元において，山地の復元手法が確立されていないことを

踏まえて，現時点で考え得る侵食速度が最大および最小の両端の状態を用いた。これら2ケース

を初期状態として用いたシミュレーションでは，ほぼ初期状態の違いを反映した高度の差異を示

した14)（図4.6.3-4）。これら2ケースのシミュレーション結果は，現在から将来にかけての山地

斜面の侵食速度の推定における不確実性の幅として解釈できる。 
 以上の結果は，これまでに開発を進めてきた物理モデルを用いた 10 万年程度の地形変化シミュ

レーション技術が妥当であることを示す。今後は，数値シミュレーション結果と外挿・類推の結

果との比較・検討による予測結果の信頼性向上が課題である。 
 

 
図4.6.3-2 復元した古地形を用いた地形変化シミュレーション技術の評価（模式図）14) 
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図 4.6.3-3 数値シミュレーション結果と実際の地形における低位段丘の分布の比較 14) 

 

 
図 4.6.3-4 数値シミュレーション結果と実際の地形の高度の差分 14) 

（接峰面図による差分：2 ケース） 
左：ケース①（山地初期高度＝現在高度－期間隆起量：左上図赤線）の結果と実際の地形による差分。 
右：ケース②（山地初期高度＝現在；左上図青破線）の結果と実際の地形による差分。 

 
(3) 超長期における予測・評価手法に関する検討 
 変動シナリオに基づく安全評価では，地殻変動に支配される隆起・沈降運動やこれらに伴う侵

食・堆積作用などの予測・評価が重要となるが，これらはプレート運動の枠組みで生じる永続性

がある現象で広域的で変化が遅いことから，外挿法による予測が重要と考えられている15)。田中

（2011）16)によると外挿法による予測は，i) 過去から現在までの現象の記載と法則性の抽出，ii) 
現象発現の要因，メカニズムの解明，iii) 現象を支配する要因の永続性，iv) i)～iii)に基づき過去

の変動傾向を将来へ外挿，といった手順をとる。そのため，外挿法による予測結果の信頼性は，

地質学的現象を支配する要因（例えば，プレート運動を含む広義の地殻変動）の永続性が予測の

対象とする期間に対して保証できるかが鍵となる。過去の地質学的現象の因果関係や連続性につ

いて，笠原・杉村（1978）17)，松田（1988）18)は第四紀後期の地殻変動には，i) 変位の向きの一

様性，ii) 変位の等速性といった経験則を見いだし，これらを「一様継続性」と呼んだ。その上で，
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日本第四紀学会（1987）19)は，変動の一様継続性が成立している場合には，過去から現在までの

変動傾向・速度を同程度の期間の将来まで外挿することが可能であることを示唆している。その

ため，外挿法による将来予測の妥当性を検討するためには，変動の一様継続性がどの地域でいつ

頃に成立したかを地形・地質学的な情報から明らかにする必要がある。 
 図4.6.3-5は，後期中新世（約700万年前）から後期更新世（約12.5万年前）までの堆積岩類の

分布を示す。年代ごとに示された堆積岩類の分布は，海成，非海成の区分がなされていないため，

厳密な議論はできないが，沿岸域では海成堆積岩類が広く分布すると考えられる。その場合，例

えば下部更新統では，約260万年前以降に海底で堆積した物質が約78万年前以降に陸化した海成

堆積岩類が含まれる。すなわち，この時代の地層が分布している地域の一部では，約78万年前を

境に沈降場が隆起場に反転したことを意味しており，沿岸域で現在と同じ方向の変動がはじまっ

たのは最近数十万年以降の出来事ということができる。一方，図4.6.3-6は，道家ほか（2012）20)

による600万年前から現在までの10万年ごとの活断層の活動開始年代のヒストグラムと累積発生

数を示したものである。これによると，活断層は250万年前頃から活動を開始し，半分以上の活

断層の活動開始年代は100万年前頃まで遡れる。すなわち，断層の活動開始年代から推定した地

殻変動の一様継続性も百万年前以降の現象であると考えられる。さらに，梅田ほか（2013）21)

は，Ohmori（1978）22)の山地発達モデルによって代表的な山地の隆起開始時期を推定した（図

4.6.3-7）。これらによると地域によって一様継続性が成立した時期はさまざまであるが，遅くと

も数十万年～百万年前以降であり，地形・地質学的データによる帰納的な推論と大きくは変わら

ない。 
 新たな断層や火山が発生する可能性については，過去から現在までに発生した現象の発生頻度，

規模と範囲などから将来の発生確率を求める予測が一般的である 23)。これまでの予測は，位置情

報のほか，発生年代，規模などの地質学的情報のみによるモデル化がなされてきた 24),25)。第 2 期

中期計画では，予測の信頼性の向上を図るため，地質学的情報とは異なる地球物理学や地球化学

データをベイズ法によって組み込んだ multiple inference モデルを開発した 26),27)（図 4.6.3-8）。 
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図 4.6.3-5 日本列島の後期中新世～後期更新世の堆積岩類の分布 21) 

 

 

図 4.6.3-6 活断層の活動開始年代の頻度分布 20) 
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図 4.6.3-7 山地発達モデルによる地殻変動の一様継続性の成立時期 21) 

 

 
図 4.6.3-8 地球物理的データと地球化学的データをベイズ法によって組み込んだ multiple 

inference モデルによって算出した今後 100 万年間に新規火山が発生する確率分布 27) 
(a) 火山の分布，年代，地震波速度分布により計算した結果 

(b) (a)にヘリウム同位体比分布を加えて計算した結果 
 

4.6.4 まとめと今後の課題 
 変動シナリオに基づく安全評価に係る予測・評価において重要となる研究および技術基盤の整

備として，10 万年程度の地形変化シミュレーション技術の妥当性評価，海溝型地震に伴う地殻の

- 252 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

堆積歪の解析を用いた地下水理の変化の予測手法開発，数万年以上の超長期の予測・評価手法と

その不確実性を定量的に示すための方法論の検討を実施した。これらの予測・評価手法の高度化

を目指すとともに，その結果に伴う不確実性を定量的に示していくことが今後の課題となる。 
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5. 成果の統合および知識の伝達・伝承ツールの整備 
5.1 はじめに 
 本章は，第 2 期中期計画における「(2) 高レベル放射性廃棄物の処分技術に関する研究開発 3) 
知識ベースの構築」に関係するものである 1)。ここでは，「地層処分研究開発や深地層の科学的研

究の成果などを総合的な技術として体系化した知識ベースを充実させ，容易に利用できるように

整備することにより，処分事業と安全規制への円滑な技術移転を図る。」としている 1)。 
 放射性廃棄物の地層処分の特徴は，将来数万年といった極めて長い時間を対象として安全を確

保しようとする点にある。こうした超長期にわたる地層処分の安全性は，実際に実証することが

できないため，地層処分の安全性と信頼性に関する議論と証拠の統合であるセーフティケースに

基づく説明によって，安全性に対する社会の理解を得ていく必要があることが広く認識されつつ

ある（CoolRep 参照）。 
 地層処分の安全性を示すための論拠には，多くの学問分野の多量の知識が関係する。また，関

連する知識は数十年以上にわたる処分事業期間を通して増加することが考えられる。こうした地

層処分における知識を安全性の説明の枠組みの中で位置づけ，関係者間で共有することが重要で

あり，そのための枠組みを JAEA KMS（Knowledge Management System，知識マネジメント

システム）および CoolRep として構築している 2),3),4)。 
 深地層の研究施設で得られた知識は，処分場の設計や性能評価を行うにあたっての重要な情報

になる。また，セーフティケースを構築するにあたっては，地質環境調査－処分場の設計－性能

評価の三分野の知識を個々別々に利用するのではなく，研究成果を統合する必要があり，そのた

めの意思疎通が必要となる。 
 深地層の研究施設で得られた地質環境調査に関する知識を設計・性能評価担当者との意思疎通

のために，地質環境モデルが用いられる（図 5.1-1）。しかしながら，地質環境モデルのみをその

まま意思疎通のために用いようとしても，設計・性能評価担当者にとって，その妥当性，使用し

たデータなど不明な点が多い。 
 KMS のうちの地質環境調査に関するシステムとして，経済産業省資源エネルギー庁の平成 19
年度～平成 24 年度委託事業「地質環境総合評価技術高度化開発」の一環として，「次世代型サイ

ト特性調査情報統合システム（ISIS，Information Synthesis and Interpretation System）」を

開発した 4),5),6),7),8) 9),10),11),12),13),14),15),16)。 
 5 章では，これまでに整備した ISIS を中心とし，地質環境モデルから使用したデータへの追跡

や，意思疎通方策について示す。 
 なお，CoolRep はウェブ上のレポートであるため，概要から詳細な内容まで文章を構造化する

ことが可能となる。必要に応じて詳細な記述へのアクセスや，技術報告書や論文，KMS にアク

セスできるため，CoolRep 自体で知識の追跡性を確保することが可能となる。 
 

- 255 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

 
図 5.1-1 セーフティケース構築にあたっての各分野の知識の関係例 

 
5.2 ISIS の概要 
 ISIS は，地質環境モデルの作成や調査計画立案・実施を支援するエキスパートシステム，作成

された地質環境モデルの可視化ツール，エキスパートシステムを作成するツール，調査の工程管

理および地質環境電子文書システムなどの知識の表出化や共有化などを支援する機能・ツールと

これらを統合するマネジメントコクピットによって構成されている 10),11)（図 5.2-1）。マネジメン

トコクピットは，これらの機能・ツールと関連する知識を統合するツールで，四つのタブ（図 5.2-2）
と，共通の機能として関係する書類を管理するドキュメント機能やユーザー管理機能などの各種

管理機能と検索機能を持つ。 
 四つのタブはそれぞれ以下のような機能を持つ 10),11)。 
・「調査計画管理タブ」：調査・解析・評価などの作業計画を管理するためのタブであり，地質

環境調査に関する様々な作業（タスク）を登録し，それをガントチャートとして表示する機

能を持つ。 
・「GEM ビューワータブ」：作成された 3 次元の地質環境モデルや平面図など（ビュー）を表示

するタブで，ビュー上での議論や議論の履歴管理が可能。 
・「マイページタブ」：グループウェアであり，自分の関係するタスクの登録機能や，関係者へ

の作業依頼を行う機能などを持つ。 
・「KMS ツール群タブ」：専門家の知識を表出化するためのツール（エキスパートシステム作

成インターフェイス）などの ISIS の一環として開発したツールや機能を起動するボタンを

配置したタブ。 
 ISIS は以上のようなツール・機能を活用し，マネジメントコクピットを通して，地質環境調査

の様々な場面でマネージャーが行う意思決定を迅速かつ効率的に支援できる。さらに，関係者間

の知識の共有，知識の追跡性の確保が可能である。 
 ISIS の開発においては，主要な利用者として処分事業の実施主体（原子力発電環境整備機構）

の地質環境調査関係者（地質環境調査の担当管理者（マネージャー）および原位置調査の担当者，

ならびに設計および性能評価担当者）および安全規制機関の規制者を想定した。概要調査までの
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地質環境調査に関わる種々の作業を支援することを目標とし，地層処分の候補サイトにおいて地

質環境調査の作業を行う上で有益と考えられる，深地層の研究施設計画やその他国内外の地質環

境調査に関する研究開発成果やそれらを適用した経験・ノウハウなどを有効に利用可能となるよ

う，知識工学的手法や IT を最大限利用して構築した 10),11)。 
 

 
図 5.2-1 ISIS の全体構成 

 

 
図 5.2-2 マネジメントコクピットの四つのタブ 

 
5.3 実施内容と成果 
 5.1 節で述べたように，地質環境調査に関する知識を設計・性能評価担当者との意思疎通のた

めに，地質環境モデルが用いられる。地質環境モデルを通して設計・性能評価の関係者に地質環

境調査に関する知識を提供するにあたっては，下記の点が重要となる。 
①知識の追跡性の確保方策…地質環境モデルの妥当性や使用したデータ，データを取得した調

査手法などの知識まで追跡できるようにするための方策 
②意思疎通方策…設計・性能評価の担当者の知識を反映するための方策 
③知識の表出化方策…専門家の判断した根拠を表出化するための方策 
④知識の共有化方策…①～③の知識を共有化するための方策 
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 以上について，主に 5.2 節で述べた ISIS を利用した支援方策について，以下で紹介する。 
 

5.3.1 知識の追跡性確保方策 
 ここでは，地質環境モデルに関する知識を追跡できるようにするための方策について述べる。 
 地質環境モデルは，地質構造の不確実性などに起因する複数のオプションや，調査の進展など

に伴う複数のバージョンが検討される。ISIS は，これらを管理するための，「地質環境モデル履

歴管理機能」を備えている 10),11)。 
 本機能は，KMS ツール群タブから起動する。検討された地質環境モデルをツリー状に表示で

き，検討された地質環境モデルのオプションやバージョンの関係を確認することができる（図

5.3.1-1）。 
 また，それぞれの地質環境モデルの概要を示すとともに，下記 a)～e)のような関連する知識に

リンクさせることができる。これにより当該地質環境モデルの特徴とそれを作成するために使用

したデータなどを確認することができ，地質環境モデルに関連する知識を追跡することが可能と

なる（図 5.3.1-2）。 
a) ルールベース：当該地質環境モデルの作成に係る判断ポイント・手順や考え方など 
b) 事例ベース：地質環境モデルを構築するにあたっての留意点など 
c) 関連ドキュメント：地質環境モデルの特徴などが記載された技術資料や論文，使用したデー

タ集，関係するウェブなど 
d) 関連画像：地質環境モデルなどの図 
e) 関連タスク：「当該地質環境モデルの構築」という作業に関係する情報（構築目的，担当者，

期間，使用した情報や成果など） 
 

 
図 5.3.1-1 地質環境モデル履歴管理機能 
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図 5.3.1-2 地質環境モデル履歴管理機能にリンクできる知識 

 
 上記 e)は，ISIS の調査計画管理タブに登録されたものである。 
 タスク登録することにより，本タブに，地質環境モデル構築に関する工程や，当該地質環境モ

デルの構築に使用したデータの取得工程などを示すことができる（図 5.3.1-3）。 
 各タスクには，下記の情報を登録・リンクさせることが可能である。 

f) タスクの概要：当該タスクの説明（目的，実施内容，予定と実績の乖離など），実施予定期

間と実績，担当者など 
g) タスク遂行にあたり使用した情報：既存のルールベースや事例ベースへのリンク，関連する

タスクや外部ウェブへのリンク，マネジメントコクピットに登録されているドキュメントの

登録，その他関連する情報（実施にあたっての留意点の記述など）など 
h) タスクを実施した結果得られた成果：概要の記述，新規に作成しマネジメントコクピットに

登録されたドキュメントの登録 
 調査計画管理タブに登録されたタスクを用いて，タスクフローを作成する機能を有している。

これを利用することにより，地質環境モデルと，それを構築するために使用したデータを取得し

た調査などを関連付けることが可能となり，追跡性の確保も容易になる（図 5.3.1-4）。 
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図 5.3.1-3 調査計画管理タブへのタスクの登録 

 

 
図 5.3.1-4 登録されたタスクを用いて作成されたタスクフローの例 

 
5.3.2 意思疎通方策 
 地質環境モデル構築に利用した情報は，5.3.1 項に示した機能を利用することにより取得するこ

とが可能であるが，実際に地質環境モデルを構築する際や他の地質環境特性に関する地質環境モ

デルとの整合性を確認する際，あるいは，設計・性能評価の担当者に地質環境モデルを提供する

際には，関係者間での意思疎通が必要になると考えられる。また，異なる分野の関係者が協働で

次の調査計画立案などを行うことも考えられる。 
 ここでは，意思疎通と協働作業を支援する方策について述べる。 
 意思疎通に関しては，「GEM ビューワー」タブを利用することが考えられる 10),11)（図 5.2-2）。 
 「GEM ビューワー」タブは，地質環境モデルや関係者間で共有したい図をビューとして登録

- 260 -

JAEA-Research 2015-007



 

 
 

し，それを表示することができる（図 5.3.2-1）。また，ビュー上にマーカーを設置し，マーカー

上にコメントなどを書き込むことにより，ウェブ上で議論を展開できるようになっており（図

5.3.2-1），意思疎通を図ることが可能となる。ここでの議論の結果は保存することができるため，

必要に応じて，5.3.1 項で示した「地質環境モデル履歴管理機能」や「調査計画管理タブ」で作成

したタスクに関連付けることにより，地質環境モデルに関連する知識として，将来確認すること

ができるようになる。 
 また，ビュー上で議論を行うことができることから，次の計画の立案などの協働作業を行うこ

とも可能となる。 
 協働作業の支援として，「ストーリーボード」の機能も備えている。例えば，ある場所の地質環

境の変遷と人工バリア周辺の熱－水－応力－化学の変遷など，協働で作成することが可能であ

る 10),11)（図 5.3.2-2）。ストーリーボードは KMS ツール群タブから起動する。 
 

 
図 5.3.2-1 ビューを用いた議論 

 

 
図 5.3.2-2 ストーリーボードの例 

 
5.3.3 知識の表出化方策 
 地質環境調査に関する作業は，専門家が有する様々なノウハウを駆使しながら実施される。こ

のようなノウハウは報告書などに記載されることは少なく，専門家にのみ残されていることが多

い。知識の継承や人材育成，技術移転にあたっては，このような知識をできる限り表出化してお
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くことが重要である。ここでは，知識の表出化方策について述べる。 
 専門家の知識を表出化し，それを第三者が利用できるようにするためには，一般的に，知識工

学者と地質環境調査専門家の対話を何度か繰り返す必要がある。しかし，この手法による知識の

表出化には時間がかかり，また地質環境調査専門家がインタビューに割ける時間も限られるため，

知識獲得のボトルネックとされた。さらに，地質環境調査専門家が必ずしもプログラム言語の知

識を有しているわけではないにもかかわらず，抽出した知識を保存するためにはプログラム言語

の知識が必要不可欠である。そのため，可能な限り専門家自らが知識の表出化を行えるようにするた

め，タスクフローおよび意思決定フローの構築という知識表出化の方法論が構築された6),7),8),9),10),17)。

さらに，その意思決定フローを踏まえて，専門家がウェブを介して各々の専門的知識を自然言語

で入力するだけで知識の抽出と保存が可能となるように，エキスパートシステムを作成するため

のインターフェイスが開発された 10),11),18)。 
 ISIS のエキスパートシステムは，ルールベースと事例ベースからなる。 
 「if…then…」のようにルールで表すことができる知識は，ルールベース作成インターフェイ

スを用いることにより，表出化を支援する（図 5.3.3-1）。ルール化できないものの，失敗事例や

成功事例のように将来同様な事象を遂行する際に参考になるような知識は，事例ベース作成イン

ターフェイスを用いることにより，表出化を支援する（図 5.3.3-2）。 
 これらのインターフェイスを用いることにより，地質環境調査の専門家自らがルールベースや

事例ベースを作成することができる。また，修正も行うことが可能なため，新たな知見が得られ

た場合には，必要に応じて既存のルールベースや事例ベースを修正する，あるいは新規に作成す

ることが可能である。 
 これまで，タスクフローおよび意思決定フローの構築により知識の表出化がなされるとともに，

意思決定フローを踏まえてルールベースが構築され，さらに調査解析などの経験を踏まえた事例

ベースが構築されている 17),19),20),21),22),23),24),25),26),27),28),29),30),31),32),33),34),35),36),37),38),39),40),41),42),43),44), 

45),46),47),48),49),50),51),52),53),54),55),56),57),58),59),60),61),62),63),64),65),66),67),68),69)。 
 ルールベースおよび事例ベースのインターフェイスは，KMS ツール群タブから起動する。 
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図 5.3.3-1 ルールベース作成インターフェイスを用いたルールベースの作成 

 

 
図 5.3.3-2 事例ベース作成インターフェイスを用いた事例ベースの作成 

 
5.3.4 知識の共有化方策 
 5.2 節で述べた通り，ISIS マネジメントコクピットは，ルールベースや事例ベースなどの知識

の他，共有すべきドキュメント類を一元的に管理する機能を有している。それらをタスクやその

他 ISIS の機能に関連付けて管理することができ，これを通してプロジェクト進行中に関係者間

の知識の共有化を支援することができる。さらにプロジェクト終了後においても，相互に関連付

けられた情報を提供することができ，世代間の知識共有も支援することができる 10),11)。 
 

5.4 まとめと今後の課題 
 セーフティケース構築にあたっては，地質環境調査と処分場の設計，性能評価の成果の統合が

必要となり，これら三分野間の意思疎通のために，地質環境モデルが用いられる。しかしながら，

地質環境モデルのみをそのまま意思疎通のために用いようとしても，設計・性能評価担当者にとっ

て，その妥当性，使用したデータなど不明な点が多い。地質環境調査の知識を処分場の設計およ

び性能評価の担当者に提供する場合を想定すると，知識の追跡性を確保しておくことと担当者間

の意思疎通が必要になるとともに，提供する知識の取得方法の妥当性を含めたプロジェクトに関

する知識を関係者間で共有することが求められる。また，人材育成や知識伝達のために，専門家

の知識を表出化しておくことが重要である。 
 5 章では，JAEA KMS のうち地質環境調査に関するシステムである ISIS を用いて，地質環境

モデルを中心に，地質環境調査に関する知識の追跡性確保，意思疎通，知識の表出化，知識の共

有を支援できるツールが整備できたことを示した。 
 これにより，セーフティケース構築に際して，追跡性が確保された知識の伝達・共有が可能と

なる。 
 今後は，さらに ISIS を活用し，知識の拡充を図る。 
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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