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1. はじめに
独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下，原子力機構）は，原子力発電環境整備機構による高
レベル放射性廃棄物の地層処分事業および国による安全規制の両面を支える技術基盤を継続的に強
化していくため，他の研究開発機関と連携して基盤的な研究開発を進めている１）。東濃地科学センター
では，｢地層処分技術に関する研究開発｣のうち「深地層の科学的研究（以下，地層科学研究）」を進めて
いる。
東濃地科学センターで実施している地層科学研究を適正かつ効率的に進めていくため，研究開発の
状況や成果，さらに今後の研究開発の方向性について，大学，研究機関，企業の研究者・技術者等に
広く紹介し，情報・意見交換を行うことを目的とした「東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交
換会」（以下，｢情報・意見交換会｣）を毎年 1 回開催している。
今年度の「情報・意見交換会」（平成 23 年 11 月 1 日）では，超深地層研究所計画の基本計画および
深度 500m までの調査研究計画，また，地質環境の長期安定性に関する研究の平成 22 年度までの成果
と今後の計画および東北地方太平洋沖地震の影響について報告した。更に，ポスターセッションにおい
ては地層科学研究に関する個別研究について詳細に報告した。また，翌日の平成 23 年 11 月 2 日には
瑞浪超深地層研究所の深度 300m 水平坑道の見学会を開催した。
本報告書は，平成 23 年 11 月 1 日に開催した「情報・意見交換会」の報告資料を取りまとめたものであ
る。

参考文献
1） 資源エネルギー庁，日本原子力研究開発機構(2009)：高レベル放射性廃棄物の地層処分基盤研究
開発に関する全体計画（2009 年 7 月）平成 20 年度版
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2. 「情報・意見交換会」の概要
平成 23 年 11 月 1 日に岐阜県瑞浪市の地域交流センター「ときわ」において，「平成 23 年度 東濃地
科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会」（以下，｢情報・意見交換会｣）を開催した。「情報・意見
交換会」における報告内容は，1）「地層科学研究の概要と瑞浪超深地層研究所の建設状況」，2）「技術
基盤の整備状況と今後の計画」の 2 部構成とし，口頭発表の形式で報告した。更に，ポスター発表の形
式で個別分野の研究成果を詳細に報告した。口頭発表およびポスター発表の表題を，それぞれ以下の
2.1 および 2.2 に示す。また，今年度の「情報・意見交換会」のプログラムを表 2-1 に示す。
2.1 口頭発表の表題
（1)地層科学研究の概要と瑞浪超深地層研究所の建設状況
東濃地科学研究ユニット 杉原弘造
（2）技術基盤の整備状況と今後の計画
①超深地層研究所計画
a) 基本計画
結晶質岩地質環境研究グループ 佐藤稔紀
b) 深度 500m までの調査研究計画
結晶質岩地質環境研究グループ 國丸貴紀
②地質環境の長期安定性に関する研究
a) 平成 22 年度までの成果と今後の計画
自然事象研究グループ 浅森浩一
b) 東北地方太平洋沖地震の影響について
自然事象研究グループ 丹羽正和
2.2 ポスター発表の表題
（1）地質環境の長期安定性に関する研究
① 調査技術の開発・体系化／長期予測・影響評価モデルの開発
自然事象研究グループ：谷川 晋一・草野 友宏
② 年代測定技術の開発
自然事象研究グループ：山田 国見・山崎 誠子
（2）超深地層研究所計画
① 主立坑断層を対象としたボーリング調査研究
結晶質岩地質環境研究グループ：竹内 竜史・武田 匡樹・上野 孝志・大丸 修二
徳安 真吾・尾上 博則・新宮 信也・石橋 正祐紀
松岡 稔幸・水野 崇・鶴田 忠彦
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② 地質・地質構造に関する調査研究
結晶質岩地質環境研究グループ：石橋 正祐紀・鶴田 忠彦・松岡 稔幸・徳安 真吾
上野 孝志・川本 康司・窪島 光志・笹尾 英嗣
③ 岩盤の水理に関する調査研究
結晶質岩地質環境研究グループ：尾上 博則・竹内 竜史・武田 匡樹・大丸 修二
狩野 智之・露口 耕治・三枝 博光
④ 地下水の地球化学に関する調査研究
結晶質岩地質環境研究グループ：水野 崇・青才 大介・新宮 信也・萩原 大樹
山本 祐平・福田 朱里
⑤ 岩盤力学に関する調査研究
結晶質岩地質環境研究グループ：真田 祐幸・引間 亮一・丹野 剛男・松井 裕哉
佐藤 稔紀
⑥ 第 3 段階における物質移動に関する調査研究計画
結晶質岩地質環境研究グループ：湯口 貴史・國丸 貴紀・森川 佳太・上原 倫子
⑦ 瑞浪超深地層研究所における工学技術に関する研究
結晶質岩工学技術開発グループ：松井 裕哉・堀内 泰治・橋詰 茂
⑧ 瑞浪超深地層研究所の建設状況
施設建設課：須藤 正大・見掛 信一郎・池田 幸喜・山本 勝
（3）共同研究等
① 産業技術総合研究所と原子力機構の共同研究
地球化学環境変動要因としての地下微生物の影響評価手法の技術開発と高度化
産業技術総合研究所 地質情報研究部門 地下環境機能研究グループ
竹野 直人・鈴木 庸平・今野 祐多・幸塚 麻里子
原子力機構 地層処分研究開発部門 結晶質岩地質環境研究グループ
福田 朱里・水野 崇・青才 大介・萩原 大樹・山本 祐平・新宮 信也
② 西松建設と原子力機構の共同研究
掘削体積比エネルギーを用いた原位置岩盤物性評価に関する研究
西松建設 技術研究所 土木技術グループ
平野 享・山下 雅之・石山 宏二
原子力機構 地層処分研究開発部門 結晶質岩地質環境研究グループ
引間 亮一・丹野 剛男・真田 祐幸・松井 裕哉・佐藤 稔紀
③ 電力中央研究所と原子力機構の共同研究
瑞浪超深地層研究所周辺の水理・物質移動特性評価に関する研究
電力中央研究所 地球工学研究所 バックエンド研究センター
田中 靖治・後藤 和幸・宮川 公雄・佃 十宏・五嶋 慶一郎
原子力機構 地層処分研究開発部門 結晶質岩地質環境研究グループ
國丸 貴紀・鶴田 忠彦・森川 佳太・湯口 貴史

-3-

JAEA-Review 2011-045

④ 金沢大学と原子力機構の共同研究 －平成 22 年度先行基礎工学研究－
原位置試験による元素の固液分配係数(Kd)の決定及び評価手法の構築
金沢大学大学院 自然科学研究科
福士 圭介・長谷川 優介・前田 耕志
原子力機構 地層処分研究開発部門 結晶質岩地質環境研究グループ
山本 祐平・青才 大介・水野 崇
⑤ 超深地層研究所計画 岩盤力学の長期挙動評価に関する委託研究
原子力機構 地層処分研究開発部門 結晶質岩地質環境研究グループ
丹野 剛男・引間 亮一・真田 祐幸・松井 裕哉・佐藤 稔紀
（4）瑞浪超深地層研究所を利用した研究
① 段発発破を用いた速度構造解析と岩石の状態推定
地震予知総合研究振興会 東濃地震科学研究所
大久保 慎人・雑賀 敦・鈴木 貞臣・中島 唯貴
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表 2-1 ｢平成 23 年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会｣プログラム

「平成 23 年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会」
－地層処分事業と安全規制を支える技術基盤の整備状況－

第 1 日目 ； 11 月 1 日（火）
1．開会挨拶

13:00～13:05

2．地層科学研究の概要と瑞浪超深地層研究所の建設状況

13:05～13:25

東濃地科学研究ユニット 杉原弘造
（質疑）

（5 分）

3．技術基盤の整備状況と今後の計画
(1) 超深地層研究所計画
①基本計画

１3:30～14:00
結晶質岩地質環境研究グループ 佐藤稔紀

②深度 500m までの調査研究計画

14:00～14:30

結晶質岩地質環境研究グループ 國丸貴紀
（質疑）

（10 分）

（休憩）

（10 分）

(2) 地質環境の長期安定性に関する研究
①平成 22 年度までの成果と今後の計画

14:50～15:15

自然事象研究グループ 浅森浩一
②東北地方太平洋沖地震の影響について

15:15～15:30

自然事象研究グループ 丹羽正和
（質疑）

（10 分）

(3) ポスターセッション－個別分野の研究成果－

15:40～16:40

4．全体質疑

16:40～16:55

5．閉会挨拶

16:55～17:00

懇談会（会費制にて希望者のみ／場所；瑞浪国際地科学交流館)

17:30～19:00

第 2 日目 ； 11 月 2 日（水）
瑞浪超深地層研究所 深度 300m 水平坑道見学会
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3. 調査研究発表資料
3.1 地層科学研究の概要と瑞浪超深地層研究所の建設状況
独立行政法人日本原子力研究開発機構 地層処分研究開発部門
東濃地科学研究ユニット
杉原 弘造
（1）はじめに
独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下，原子力機構）は，原子力発電環境整備機構による高
レベル放射性廃棄物の地層処分（以下，地層処分）事業と国による安全規制の両面を支えるため，国が
定めた「独立行政法人日本原子力研究開発機構が達成すべき業務運営に関する目標」（中期目標）1) ，
および原子力機構が作成した「独立行政法人日本原子力研究開発機構の中期目標を達成するための
計画」（中期計画）（以下，中期計画）2)に基づき，地層処分技術に関する研究開発を進めている。東濃地
科学センターでは，地層処分技術に関する研究開発のうち深地層の科学的研究（以下，地層科学研究）
を進めている。以下に，地層処分技術に関する研究開発および地層科学研究の概要ならびに深地層の
研究施設の一つである瑞浪超深地層研究所の建設状況について紹介する。
（2）地層処分技術に関する研究開発の概要
わが国における高レベル放射性廃棄物の処分方策については，1976 年の原子力委員会において当
面地層処分に重点を置き調査研究を進めることとされ，これを始点として，動力炉・核燃料開発事業団
（以下，動燃事業団（現；原子力機構））をはじめとする研究機関において，地層処分に関する研究開発
を実施してきた。動燃事業団においては，原子力委員会の方針に基づき関係機関と協力しつつ研究開
発を進めた結果として，1992 年に「高レベル放射性廃棄物 地層処分研究開発の技術報告書－平成 3
年度－」3）（以下，「第 1 次取りまとめ」）に，それまでの研究開発成果を取りまとめた。また 1999 年には，核
燃料サイクル開発機構（現；原子力機構）は，「第 1 次取りまとめ」以降の研究成果を「わが国における高レ
ベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性－地層処分研究開発第 2 次取りまとめ－」4）（以下，「第 2
次取りまとめ」）に取りまとめた。この「第 2 次取りまとめ」は，国において，地層処分の技術的信頼性が示さ
れているとともに，処分予定地の選定と安全基準の策定に資する技術的拠り所となることが示されている
と評価された。これにより，2000 年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定されるとともに
実施主体である原子力発電環境整備機構が設立され，事業段階へと移行した。
「第 2 次取りまとめ」以降の研究開発の課題については，国の報告書

5）6）

によると，実際の地質環境へ

の適用を通じて，あるいは現実の地質環境条件に基づいて技術の信頼性を確認していくこと，また，現象
への理解をさらに深め，データの蓄積やモデルの改良を進め，処分システムの長期的安全性を評価する
手法を確立することにより，地層処分技術の信頼性をさらに向上させることが重要であると考えられる 7）。
事業段階における地層処分技術に関する研究開発の役割は，「第 2 次取りまとめ」で示した「わが国にお
ける地層処分の技術的信頼性」をさらに向上させ，処分事業や安全規制の技術基盤を強化していくこと
により地層処分に対する国民的な理解を醸成していくことにある。そのため，原子力機構では，「第 2 次取
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りまとめ」以降の研究開発に関し，「実際の地質環境への地層処分技術の適用性確認」と「地層処分シス
テムの長期挙動の理解」という二つの研究開発目標を掲げて，また，「地層処分研究開発」と「深地層の
科学的研究」（地層科学研究）という二つの領域を設けて研究開発を進めている。地層科学研究の領域
においては，主に一つ目の研究開発目標に対して，「地質環境特性の調査・評価技術の開発」および
「深地層における工学技術の基礎の開発」という個別の研究課題を設定し，深地層の研究施設計画（超
深地層研究所計画（岐阜県瑞浪市），幌延深地層研究計画（北海道幌延町））を進めてきた。超深地層
研究所計画においては，結晶質岩と淡水系地下水，幌延深地層研究計画においては，堆積岩と塩水系
地下水を対象としている。これらの深地層の研究施設計画では，「地上からの調査予測研究段階」，「研
究坑道の掘削を伴う研究段階」，「研究坑道を利用した研究段階」と段階的に研究開発を進めながら，こ
れまでに整備してきた様々な技術を実際の地質環境に適用し，その信頼性を確認している。
また，主に二つ目の研究開発目標に対しては，「地質環境の長期安定性に関する研究」という個別の
研究課題を設定し研究開発を進めてきた。
（3）地層科学研究の現状
原子力機構の第 1 期中期計画期間（平成 17 年 10 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）における超深地層
研究所計画では，岐阜県瑞浪市で建設を進めている瑞浪超深地層研究所において，深度約 460m まで
の研究坑道を掘削し，同深度までの調査研究を進め，得られた地質環境データに基づき，地上からの調
査研究で構築した地質環境モデル（地質構造，水理地質構造，地球化学，岩盤力学）を確認しつつ，地
上からの調査技術やモデル化手法の妥当性の評価を行った。これらを通じ，精密調査における地上から
の調査で必要となる技術の基盤を整備してきた。また，第 1 期中期計画における地質環境の長期安定性
に関する研究については，精密調査地区の選定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・評価するための調査技術の体系化やモデル開発等を進めた。原子力
機構は，これらの成果を含む第 1 期中期計画期間の地層処分技術開発における研究成果を包括的な報
告書と知識ベースとして取りまとめ，平成 22 年 3 月に地層処分に関する知識マネジメントシステムのプロト
タイプとウェブサイト上に取りまとめた報告書「CoolRepH22」7）をホームページ上で公開した。
現在，原子力機構では，第 2 期中期計画期間（平成 22 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）における
調査研究を進めている。深地層の研究施設計画では，第 2 段階（「研究坑道の掘削を伴う研究段階」）お
よび第 3 段階（「研究坑道を利用する研究段階」）の研究を進めており，これまでの研究開発で明らかとな
った深地層環境の深度（瑞浪：地下 500m 程度，幌延：地下 350m 程度）までの坑道を掘削しながら調査
研究を実施し，得られる地質環境データに基づき，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確認を行う。これにより，平成 26 年度までに，地質環境の調査手法，地下
施設建設に伴う影響のモニタリング手法等の地上からの精密調査の段階に必要となる技術基盤を整備し，
実施主体や安全規制機関に提供する。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，自然現象に伴う地質環境の変化を予測・評価するため
の手法を整備していく。
（4）瑞浪超深地層研究所の建設状況
瑞浪超深地層研究所では，2 本の立坑（主立坑：内径 6.5m，換気立坑：内径 4.5m）と複数の水平坑道
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からなる研究坑道の掘削工事を行っている。研究所用地周辺の地質は基盤岩として土岐花崗岩が分布
し，その上位を堆積岩が覆っている。花崗岩と堆積岩の不整合面は研究坑道掘削地点で深度約 170m
である。
これまでに，主立坑，換気立坑とも深度 500m まで到達している。深度 100m，200m，300m，400m には，
主立坑と換気立坑を連絡する水平坑道（「予備ステージ」）を設置した。深度 200m には，「予備ステージ」
と反対側にボーリング調査を実施するための水平坑道（「ボーリング横坑」）を主立坑側および換気立坑
側に各一箇所設置した。深度 300m には，「ボーリング横坑」（換気立坑側一箇所）と，調査研究を行うた
めの水平坑道（「研究アクセス坑道」，主立坑中心から北側に坑道延長約 100m）を設置した。深度 500m
では，2011 年度に水平坑道の掘削に着手した。第 2 期中期計画期間においては，深度 500m の水平坑
道を整備するとともに，これらの研究坑道での調査研究を進める。
研究坑道の掘削に際しては，湧水量を抑制する対策として，必要に応じて湧水箇所に対してグラウトを
行いつつ掘削を進めてきた。また，研究坑道の掘削工事に伴い発生する地下水は，地上に設置している
排水処理施設により処理し，岐阜県および瑞浪市との間で締結している「瑞浪超深地層研究所に係る環
境保全協定」（以下，「環境保全協定」）に基づく管理基準値に適合させた水質で河川へ放流している。
排水処理については，処理方法や設備規模などについて検討し，費用対効果を判断しつつ対応を進め
ている。また，研究坑道の掘削工事に伴い発生する掘削土については，「環境保全協定」に基づき自主
的に測定を行い，管理している。
（5）おわりに
原子力委員会においては，本年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力福
島第一原子力発電所の事故により原子力政策大綱の見直しを中断していたが，同年 8 月 30 日に見直し
の再開を決定した

8）

。今後一年を目途に新しい原子力政策大綱がとりまとめられる予定である。一方，将

来の原子力政策の方向性のいかんにかかわらず，現存するあるいは今後発生する高レベル放射性廃棄
物の対策は，引き続き取り組んでいかなければならない課題の一つである。
原子力機構では，今後も地層処分技術の信頼性をさらに向上させ，処分事業や安全規制の技術基盤
を強化していくために研究開発を着実に進めるとともに，成果の公表，深地層の研究施設等の施設の公
開，国内外の研究機関・大学との研究協力を通じて，長期にわたる処分事業を支えていくための技術の
継承や技術者・研究者の育成，地層処分に関する国民との相互理解の促進に寄与していく。
参考文献
1） 文部科学省，経済産業省：“独立行政法人日本原子力研究開発機構が達成すべき業務運営に関す
る目標”（2010）
2） 日本原子力研究開発機構：“独立行政法人日本原子力研究開発機構の中期目標を達成するための
計画（平成 22 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）”（2010）
3） 動力炉・核燃料開発事業団：“高レベル放射性廃棄物 地層処分研究開発の技術報告書－平成 3 年
度－”，PNC-TN1410-92-081（1992）
4） 核燃料サイクル開発機構：“わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性－地
層処分研究開発第 2 次取りまとめ－”，JNC-TN1400-99-020～024（1999）
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5） 原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会（2000）
6） 原子力安全委員会放射性廃棄物安全規制専門部会（2000）
7） 日本原子力研究開発機構：“CoolRepH22”，http://kms1.jaea.go.jp/CoolRep/
8） 原子力委員会：新大綱策定会議の再開について（2011）
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3.2 技術基盤の整備状況と今後の計画
3.2.1 超深地層研究所計画
3.2.1.1 基本計画
独立行政法人日本原子力研究開発機構 地層処分研究開発部門
東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ
佐藤 稔紀
（1）はじめに
超深地層研究所計画は，1995 年に公表された。翌 1996 年には基本計画の初版１)が策定され，その後
の進捗を踏まえ，3 回の改訂２),

３), ４)

を経て今日に至っている。現在は 2010 年 6 月に改訂された計画書４)

に基づいて調査研究を進めている。今年度は，原子力機構の第 2 期中期計画期間（平成 22 年度～平成
26 年度）の 2 年度目にあたり，取りまとめに向けて具体的な議論を進めていく段階にある。今中期計画の
取りまとめは超深地層研究所計画第 2 段階の成果を取りまとめる時期とも重なるため，同計画第 1 段階で
適用した調査技術やモデル化・解析手法の妥当性の確認，坑道の掘削が周辺の地質環境に及ぼす影
響の把握などの観点からその成果を取りまとめるとともに，研究坑道を利用した研究段階（第 3 段階）の詳
細な計画を立案することとしている。本報告では，これまでの基本計画改訂の経緯を示したうえで，2010
年改訂版（現行計画）の考え方とその概要を示し，第 2 段階取りまとめに向けた論点について紹介する。
（2）基本計画の改訂
①経緯
基本計画は，1996 年の初版の策定以後，2001 年，2002 年および 2010 年と，3 回の改訂を経て今日に
至っている。2001 年の改訂においては，物理探査やボーリング調査などを含む地表からの調査予測研
究段階（第 1 段階）前半の終了を受けて，後半の調査に向けての課題を抽出するとともに，坑道の掘削を
伴う研究段階（第 2 段階）の計画を具体化した。2002 年の改訂においては，研究坑道の建設予定場所が，
従来の正馬様用地から現在の瑞浪市有地に変更されたことに伴い計画全体を見直した。2010 年の改訂
においては，「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」と「特定放射性廃棄物の最終処分に
関する基本計画」の改訂を受けて，深度 300m に新たな水平坑道の整備を行うこととして計画を見直し，
第 3 段階の調査研究の具体的な項目を設定した。
現行計画においても，これまでの経緯を踏まえ，以下を基本として調査研究を進めている。
・地下施設の設計・施工や最終処分の安全評価の観点から個別目標と課題を設定すること
・統合化データフローを用いて調査，モデル化，解析までの一連の評価の流れを提示すること
・空間スケールを段階的に設定（リージョナルスケール，サイトスケール，ブロックスケール）すること
・繰り返しアプローチにより地質環境に関する知見の不確実性の低減を図ること
・段階ごとの成果の取りまとめと成果を踏まえて次段階の調査研究計画を具体化すること
②2010 年改訂の内容
2008年3月に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」と「特定放射性廃棄物の最終処分
に関する基本計画」の改訂に関する閣議決定がなされ（同年4月施行），研究開発機関の役割として「深

- 16 -

JAEA-Review 2011-045

地層の研究施設の公開等を通じた国民との相互理解促進への貢献」があらためて明示されるとともに，
処分事業の実施主体による精密調査地区の選定時期が「平成20年代前半」から「平成20年代中頃」に変
更された。これらを受け研究成果の費用対効果の最大化を図りつつ，第1期中期計画（平成17年10月～
平成21年度）に掲げた地下500m程度までの調査研究目標の確実な達成を目指すとともに，さらなる調査
研究や国民との相互理解促進の場として，新たな水平坑道を，深度300mに展開することとした。この坑道
における調査研究と，より深部での調査研究の成果と対比することにより，深度に依存する地質環境の相
違や調査・解析手法の最適化などに関する知見を蓄積できるものと考えられる。また，研究坑道を公開し，
見学者が “地下深部”を体験するとともに，そこを利用するための技術の存在を知ることなどにより，最終
処分に関する相互理解の増進に期待できる。
深部地質環境の調査・解析・評価技術の基盤の整備に関する調査研究では，第1段階の調査研究に
おいて，「安全評価」，「地下施設の設計・施工」および「環境影響評価」の観点から設定した個別目標と
課題に対して調査研究項目を設定することを基本的な進め方としてきた５) ６)。第2，3段階も同様の考え方
で進めていくが，個別目標についてはこれまでの成果に基づき段階に対応して重点の置き方を最適化し
ていくため見直した。例えば，地下施設の設計・施工の観点から設定した地下空洞周辺の力学・水理状
態の把握については，力学・水理状態のみならず水質の変化も想定されることから，これらに関連する連
成挙動の調査研究についてはここで検討していくこととした。
2010 年の基本計画の改訂を踏まえて，深度 500m までの調査研究計画を具体化した７)。この内容につ
いては，次のプログラムにおいて報告する。
③今後
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を踏まえて，わが国における原子力政策の大幅な
見直しが行われると想定されるが，今後の政策の如何を問わず，特定放射性廃棄物の最終処分および
処分技術に関する研究開発の必要性・緊急性は論を俟たないと考えられる。原子力政策大綱や特定放
射性廃棄物の最終処分に関する基本方針と同計画の改訂などの国における議論を踏まえて，今後も超
深地層研究所計画を最適化していく。
（3）第 2 段階の成果の取りまとめに向けた論点の整理
基本計画においては，段階ごとに成果を取りまとめて次段階の計画に反映することを基本としている。
第 2 段階の成果の取りまとめにおいては，超深地層研究所計画で設定した段階目標に対して，その到達
度を示すことが必要である。取りまとめにあたっては，スウェーデンやフィンランド等の諸外国における処
分事業の進展や地下研究施設等における調査研究の成果などに留意するとともに，成果の反映先となる
国が進める安全規制や実施主体が行う処分事業の進展を見据え最適化を図ることが重要である。以下
に，スウェーデンにおける処分事業の状況と第 2 段階取りまとめに向けた論点について示す。
①既存情報の整理（スウェーデンの例）
スウェーデン SKB 社（スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社）は，2009 年 6 月に地層処分場の建設予
定地としてフォルスマルクを選定し，2011 年 3 月には処分場の立地・建設許可申請を行った。この申請に
関連して，最終処分場の長期安全性を評価したレポート８)が発行されている。このレポートでは，建設予
定地で実施された地表からのサイト特性調査の結果やこれに基づく処分場や人工バリア設計のための地
質環境の要件が示されており，これらに関連するレポート９)が引用されている。建設予定地の地表からの
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調査がまとめられている SKB_TR-11-01８)では，地質・地質構造，熱・力学特性，岩盤応力，水理特性，地
下水起源，物質移行特性，第四紀における地形・地質環境の変動に着目している。また，これらの地質
環境についてデータやモデルの信頼性や不確実性を明記したうえで，次の段階で調査すべき事項を明
確にしている。SKB_TR-09-22９)では，地下施設の設計要件として，地質環境特性に求められる条件が整
理されている。例えば，処分孔の設計要件としては，透水量係数や湧水量，pH やイオン強度などについ
て，具体的な数値が示されている。
②論点の整理
第 2 段階の成果の取りまとめにおいては，超深地層研究所計画で設定した段階目標である，「研究坑
道の掘削に伴う調査研究による地質環境モデルの構築および研究坑道の掘削による深部地質環境の変
化の把握」 に対して，その達成度を示すことが必要である。これに加えて，第 2 次取りまとめ
層処分技術に関する研究開発には，信頼性のより一層の向上を図ることが求められている

10)

11)

以降の地

。実際の地

質環境において，調査技術やモデル化・解析手法を適用して，それらの有効性を確認していくことが重
要である。
瑞浪を例として地質環境を把握していくなかで，第 2 次取りまとめで想定したジェネリックな地質環境と
の類似点・相違点が明らかになりつつある。日本の地質環境の特徴（諸外国と比較して）を考慮したうえ
で，日本における処分概念の成立性を改めて確認していくという認識が重要であり，このために必要な地
質環境情報が取得できることを示す必要がある。また，第 2 次取りまとめでは，安全評価を行う際に安全
側にパラメータを設定するなどの多くの項目について十分な設計裕度をもって評価を行っている。この安
全裕度をより現実的に合理化するためには，実際の地質環境における物質移動現象や坑道周辺での連
成現象等の理解を深めること，さらには，研究坑道掘削から埋め戻しにいたる間の地質環境の変化と回
復状況など，長期的な挙動を含めて確認することが重要であり，超深地層研究所計画における地層科学
研究が重要な役割を果たす。これらについては第 3 段階の調査研究において主要な課題として設定して
いる。
参考文献
1） 動燃事業団（1996）：超深地層研究所 地層科学研究基本計画，PNC TN7070 96-002．
2） サイクル機構（2001）：超深地層研究所 地層科学研究基本計画，JNC TN7410 2001-009．
3） サイクル機構（2002）：超深地層研究所 地層科学研究基本計画，JNC TN7410 2001-018．
4） 原子力機構（2010）：超深地層研究所 地層科学研究基本計画，JAEA Review 2010-016．
5） 核燃料サイクル開発機構（2005）：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
－平成 17 年取りまとめ－，サイクル機構技術資料，JNC TN1400 2005-014～-016，-020.
6） 三枝博光ほか（2007）：超深地層研究所計画における地表からの調査予測研究段階（第１段階）研究
成果報告書，原子力機構研究開発報告書類，JAEA-Research 2007-043.
7） 三枝博光ほか（2011）：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．
8） SKB (2011): Long-term safety for the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark,
SKB_TR-11-01.
9） SKB (2009): Design premises for a KBS-3V repository based on results from the safety assessment
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SR-Can and some subsequent analyses, SKB_TR-09-22.
10） サイクル機構（1999）：わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性－地層処
分研究開発第 2 次取りまとめ－ 分冊１ わが国の地質環境，JNC-TN1400 99-021.
11） 総合資源エネルギー調査会 電気事業分科会 原子力部会 放射性廃棄物処分技術ワーキンググ
ループ（2009）：放射性廃棄物処分技術ワーキンググループ 中間とりまとめ－地層処分研究開発に
関する取組について－．
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3.2.1.2 深度 500m までの調査研究計画
独立行政法人日本原子力研究開発機構 地層処分研究開発部門
東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ
國丸 貴紀
（1）はじめに
2010 年 3 月に「超深地層研究所地層科学研究基本計画（以下：基本計画）」が改訂されるとともに，
2011 年 4 年には深度 500m までの具体的な調査研究計画として「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－」が策定された 1),2)。その中では，地表からの調
査予測研究段階（第 1 段階）の成果の概要や，原子力機構が構築した統合化データフロー3)の個別目標
に基づいて調査研究が整理されるとともに，各研究段階における目標に基づき，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）の調査研究計画を改訂した。
本稿では，第 2 段階，第 3 段階における調査研究の考え方に基づく深度 300m ステージおよび深度
500m ステージにおける調査研究実施計画について紹介する。
（2）調査の目標
超深地層研究所計画では，「深部地質環境の調査・解析・評価技術の基盤の整備」と，「深地層におけ
る工学技術の基盤の整備」の二つを，第 1 段階から第 3 段階までを通した全体目標として設定している。
さらに，この全体目標を達成するために，第 2 段階と第 3 段階の段階目標は以下のように設定している。
1) 第 2 段階における調査の目標
a) 研究坑道の掘削を伴う調査研究による地質環境モデルの構築および研究坑道の掘削による深部
地質環境の変化の把握
b) 研究坑道の施工・維持・管理にかかわる工学技術の有効性の確認
c) 研究坑道を利用した研究段階の調査研究計画の策定
2) 第 3 段階における調査の目標
a) 研究坑道からの調査研究による地質環境モデルの構築および研究坑道の拡張による深部地質環
境の変化の把握
b) 深地層における工学技術の有効性の確認
①深部地質環境の調査・解析・評価技術の基盤の整備
第 2 段階における深部地質環境の調査・解析・評価技術の基盤の整備に係る調査研究では，地上か
らの調査・解析・評価の技術基盤を整備することが重要である。この技術基盤とは以下の 2 項目から構成
される。
・

深部地質環境の特性とその長期変化を適切に理解するための，1) 調査の合理的な展開やレイア
ウト，2) 有効性が確認された調査技術，3) データの統合的解釈や解析・モデル化の手法，4) 調
査・解析・評価の体系的な組み合わせ，5) 計画・調査・解析に関する技術的ノウハウや品質評価の
考え方

・

地下施設建設に伴う地質環境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とそ
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の考え方
また，第 3 段階での調査研究では，研究坑道を利用することの利点や，異なる地質環境を対象とした
調査研究ができるといった観点を考慮しつつ，第 3 段階の段階目標を達成するために，第 1 段階や第 2
段階での調査研究を通じて課題として抽出された設計・性能評価の観点から重要となる地質環境特性評
価に関わる調査研究を実施する。
②工学技術の基盤の整備
「深地層における工学技術の基盤の整備」は，研究坑道を設計・施工・維持管理していくことを通じて，
地層処分に特有の「情報の取得や技術の実証を目的とした地下施設」を設置するための工学技術の基
盤を整備するものである。具体的には，結晶質岩を対象とした地下深部までの施設の設計・建設および
操業に関する既往の技術の有効性の検討や必要に応じた技術開発を行うことを主目的とし，①研究坑道
の設計・施工計画技術の有効性の確認，②研究坑道の建設技術の有効性の確認，③研究坑道の施工
対策技術の有効性の確認および④安全性を確保する技術の有効性の確認の四つの研究課題を設定し，
実証的な研究開発を進める。これらは，主に，①は地上からの調査段階，②と③は施設建設段階，④は
施設操業段階において必要となる技術的な基盤を提供するものとなる。
（3）深度 500m までの調査研究計画の概要
深度 500m までの調査研究計画において改訂された調査研究の個別目標と課題に基づくと，以下の三
つの観点からの調査研究が重要となると考えられる。
1） 深部地質環境特性とその長期変化を理解するための調査研究
2） 研究坑道周辺岩盤の地質環境特性に関する調査研究
3） 物質移動現象・特性の評価に関する調査研究
また，地質環境が異なる場における調査研究ができることから，研究坑道を利用した深度 300m ステー
ジと深度 500m ステージにおいて，これらの調査研究を実施する。
①深度 300m ステージでの調査研究の実施計画
深度 300m ステージにおける地質環境は，これまでの調査研究により，上部割れ目帯に位置し，断層か
ら離れた場所においても比較的割れ目が多く，透水性が高い岩盤が分布していることから，割れ目につ
いて物質移動現象・特性の評価に関する調査研究や，湧水抑制対策に関する研究開発を行う場として
有効な研究領域であると推定されている

4）

。以下に，本ステージで実施する調査研究の概要について記

述する。
1）深部地質環境特性とその長期変化に関する調査研究
深度 300m ステージにおける調査研究では，比較的割れ目が多く，透水性が高い地質環境において，
地質・地質構造，地下水水質，地下水流動場，岩盤力学特性などを把握するためのボーリング調査およ
び地下水圧や水質のモニタリングを継続し，研究坑道の掘削や研究坑道で実施する調査，試験に伴う地
質環境の変化を把握する。
2）研究坑道周辺岩盤の地質環境特性に関する調査研究
研究坑道の建設は，人工材料（コンクリート，鋼材など）の使用が不可欠であり，それらや坑道の掘削
が周辺の地質環境へ影響を与えることが考えられる。深度 300m 研究アクセス坑道掘削時には，湧水抑
制対策としてグラウチングを実施しており，岩盤中に浸透・固化したセメント材料が地質環境に影響を与
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える可能性がある。このため，深度 300m ステージでは，グラウト材料を中心とした人工材料および坑道の
掘削が，坑道周辺の地質環境に与える影響を把握・評価するための技術開発を目的とした調査試験を
実施する。
3）物質移動現象・特性の評価に関する調査研究
比較的割れ目が多く，透水性が高い岩盤が分布する特徴を考慮し，研究坑道周辺に分布する変質の
程度が異なる母岩と，割れ目ネットワークを対象として，物質移動に関する現象や特性を把握するための
原位置試験や室内試験を実施する。これらの調査研究を通じ，物質移動に関する現象や特性の把握お
よび物質移動解析に至る調査手法を整備する。
②深度 500m ステージでの調査研究の実施計画
深度 500m の研究坑道周辺の地質環境は，下部割れ目低密度帯の領域に位置し，換気立坑深度
190m 地点から実施したパイロットボーリング調査 5)でも相対的に透水性が低い領域であることが確認され
ている。このため，300m ステージの調査試験よりも，地質環境の変化がより緩慢に生じる可能性が高いこ
とから，坑道周辺の限られた領域に発生する可能性のある複合的な現象による地質環境の変化や低透
水性岩盤での割れ目のネットワーク構造等を把握・評価するための技術開発を目的とする。以下に，深
度 300m ステージと同様に，本ステージで実施する調査研究の概要について記述する。
1）深部地質環境特性とその長期変化に関する調査研究
割れ目が少なく，水質や水圧が深度 300m ステージと異なる地質環境において，地質・地質構造，地
下水水質，地下水流動場，岩盤力学特性などを把握するためのボーリング調査や，地下水圧や水質の
モニタリングを継続し，研究坑道の掘削や研究坑道で実施する調査，試験に伴う地質環境の変化を把握
する。一方，パイロットボーリングが実施された立坑とその周辺以外については，割れ目の分布が十分に
把握されていないことから，大規模な割れ目帯が確認されるような場合は，深度 300m ステージで認めら
れる断層や割れ目帯との連続性および割れ目の特徴を把握するための調査を実施する。
2）研究坑道周辺岩盤の地質環境特性に関する調査研究
坑道周辺の掘削影響領域（EDZ）では，坑道掘削に伴う地質環境の変化，すなわちマイクロクラックの
発生などの掘削損傷，応力再配分および水理的な不飽和が発生する 6)とともに，グラウトやコンクリート敷
設に伴う環境変化が起こる。本調査研究では，このような複合的な現象が発生した岩盤領域の概念を構
築するとともに，坑道周辺岩盤の地質環境を把握するための調査研究を実施する。例えば，坑道周辺岩
盤の力学特性，水理特性，熱－応力下の水理特性，岩盤力学－水理－地球化学複合現象および坑道
掘削やグラウトなど人工材料の影響に関する各種試験や観測を実施する。
3）物質移動現象・特性の評価に関する調査研究
割れ目が少なく，低透水性の岩盤が分布する特徴を考慮し，透水性の単一割れ目と，その周辺の岩
盤のマトリクス部において，物質移動に関する現象や特性を把握するための原位置試験や室内試験を実
施する。また，立坑周辺に分布する断層や，それに伴う割れ目に関する物質移動現象・特性の評価に関
する調査研究は，利用できる研究坑道が確保できることから，深度 500m ステージで実施する計画であ
る。
③深地層における工学技術の基盤の整備
深地層における工学技術の基盤の整備に関する研究は，研究坑道の掘削を行いつつ，（2）②に示し

- 28 -

JAEA-Review 2011-045

た四つの研究課題に関する以下の研究を実施する。
研究坑道の設計・施工計画技術の開発では，設計・施工計画の妥当性を検証することを目的に，設計
の基本的な情報となっている岩盤等級区分やそれに基づく解析，掘削サイクルタイムの詳細な分析，簡
便に行うことのできる掘削ずりを用いた一軸圧縮試験および付帯する物理物性（密度，有効間隙率，弾
性波速度等）の計測，断層部を含めた地震時の覆工挙動計測，原位置計測結果をフィードバック可能な
設計／施工システムの構築を実施する。
研究坑道の掘削技術の開発では，掘削工法の有効性や補助工法の有効性を確認することを目的に
実施する。具体的には，深度 500m 付近に展開される研究坑道掘削時に，坑道掘削方法（掘削長，支保
工の設置時期等）を変化させるとともに，各種の変位応力計測を実施することにより，現行の掘削工法の
有効性を評価する。また，補助工法であるレジン注入工法の効果を確認するために室内試験や原位置
試験を実施する。
施工対策技術の開発では，高水圧／低透水性岩盤を対象として，目標値以下に透水性を低下する湧
水抑制対策技術開発を実施する。また，深度 500m 以深を対象にしたパイロットボーリング調査を実施し，
湧水抑制対策工や研究坑道掘削の計画策定に反映する。さらに，破壊現象の前兆を捉える技術として，
原位置計測システム（AE 計測や弾性波測定など）の検討と構築・設置を行い，システムの有効性を評価
する。
安全を確保する技術の開発では，これまでに検討した支保工の変状を監視し維持管理するシステ
ムを研究坑道内の所定の箇所に適用し，その有効性を検討する。
（4）成果の反映
超深地層研究所計画の地層科学研究は，以上のように調査研究を段階的に進めつつ，地層処分に
関連する様々な技術を実際の地質環境に適用することを通じて，地質環境に対する理解を深めながら，
これを段階的かつ体系的に調査・解析・評価するための技術基盤を整備していくことが目的である。本研
究の成果は，国が進める安全規制や原子力発電環境整備機構が行う処分事業の技術基盤となる。また，
このような地下研究施設は，地層処分技術に関する研究開発に対する国民との相互理解や，地下深部
に関する学術的な研究の促進に寄与できるものでもある。
参考文献
1) 日本原子力研究開発機構（2010）：“超深地層研究所地層科学研究基本計画”，JAEA-Review
2010-016.
2) 三枝博光ほか（2011）：“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．
3) 核燃料サイクル開発機構（2005）：“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－平成 17 年取りまとめ－”，サイクル機構技術資料，JNC TN1400 2005-014～-016, -020.
4) 三枝博光ほか（2007）：“超深地層研究所計画における地表からの調査予測研究段階（第 1 段階）研
究成果報告書”，JAEA-Research 2007-043．
5) 鶴田忠彦，竹内真司，竹内竜史，水野崇，大山卓也（2009）：瑞浪超深地層研究所における立坑内
からのパイロットボーリング調査報告書，日本原子力研究開発機構，JAEA-Research 2008-098.
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6) 核燃料サイクル開発機構（1999a）：“わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼
性－地層処分研究開発第 2 次取りまとめ”，JNC TN1400 99-020～024.

- 30 -

JAEA-Review 2011-045

- 31 -

JAEA-Review 2011-045

- 32 -

JAEA-Review 2011-045

- 33 -

JAEA-Review 2011-045

- 34 -

JAEA-Review 2011-045

- 35 -

JAEA-Review 2011-045

- 36 -

JAEA-Review 2011-045

- 37 -

JAEA-Review 2011-045

- 38 -

JAEA-Review 2011-045

- 39 -

JAEA-Review 2011-045

3.2.2 地質環境の長期安定性に関する研究
3.2.2.1 平成 22 年度までの成果と今後の計画
独立行政法人日本原子力研究開発機構 地層処分研究開発部門
東濃地科学研究ユニット 自然事象研究グループ
浅森 浩一
（1）はじめに
わが国における地層処分の概念は，地質環境の長期的な安定性について特に配慮し，「安定な地質
環境」に，多重バリアシステムを構築するという特徴がある。すなわち，天然現象によって地層処分システ
ムの性能が著しく損なわれるおそれのないようなサイトを選ぶことが前提であり，その上で，サイトの地質
環境条件やその長期的な変化を見込んで，合理的な多重バリアシステムを構築し，長期的な安定性を確
認することが必要となる。そのため，地質環境の長期安定性に関する研究では，①サイト選定に必要とな
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技術基盤の整備（調査技術の開発・体
系化），②変動シナリオを考慮した安全評価に必要となる将来の地質環境の変化を予測・評価するため
の技術基盤の整備（長期予測・影響評価モデルの開発）のほか，③過去の自然現象の活動した時期や
その変動の傾向・速度を精度良く把握するための放射年代測定法やテフロクロノロジー等の編年技術の
高度化（年代測定技術の開発）を進めている。
（2）平成 22 年度までの成果
現在進めている研究開発は，「地質環境の長期安定性に関する研究」基本計画—第 2 期中期計画（平
成 22 年度～平成 26 年度）1)に基づき実施している。当該基本計画では，実施主体や規制機関の様々な
ニーズのうち重要性や緊急性等を考慮に入れて研究課題の重点化を図っており，得られた研究成果が
最終処分事業の概要調査や安全審査基本指針等の検討・策定に反映できるよう，研究開発を進めてい
る。以下では，当該基本計画に示したもののうち，調査技術の開発・体系化において実施する二つの研
究課題に対する平成 22 年度までの成果を紹介する。
①変動地形が明瞭でない活断層等に係る調査技術
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。一般に，活断層を認定する際に
は，空中写真判読によって変動地形学的な観点から地形の成因も考慮に入れつつ，断層の存否や分布
の推定を行うとともに，地表踏査，トレンチ調査，ボーリング調査，弾性波探査等によって，その確認を行
っていく。しかしながら，活動性が低い断層については，断層変位がその後の侵食によって不明瞭になり
（地形学的検知限界），変動地形学的手法では活断層としての認定が困難となる。このため本研究では，
既存の活断層の調査技術を補完するための新たな手法として，断層から放出されるガス（断層ガス）の地
球化学的な特徴を指標とした調査技術の構築を目指している。このような活断層の事例として 2000 年鳥
取県西部地震を引き起こした震源断層について，地震学的手法によって推定された断層トレースの周辺
で地下水を採取し，溶存ガス中の希ガス同位体の測定を行った。その結果，震源断層の周辺では高い
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ヘリウム同位体比（3He/4He 比）が観測された。これらは，断層が再活動した際におけるアスペリティ（固着
面）を挟んだ上位と下位の間隙水圧の差圧によってマントル起源のヘリウムを含む深部流体が断層を通
じて上昇するとのモデル

2）

によって説明できる。このように，地下水の溶存ガスの同位体組成を用いた調

査技術は，明瞭な変動地形を示さない断層の検出に有効であることを示唆する 3）。
②地殻内の震源断層等に係る調査技術
地層処分の安全性を確保するためには，断層運動やマグマ活動等によって処分システムの物理的な
隔離機能が損なわれるおそれのある場所は予め排除することが重要となる。そのため，地表からの調査
の段階において，地下深部における震源断層や高温流体（溶融体を含む）等の存否を確認しておくため
の調査技術が不可欠であり，それらの技術の高度化を目指している。第 1 期中期計画では，主に地震波
トモグラフィー法および地磁気・地電流法（MT 法：Magnetotelluric Method）により，地殻中部～下部に存
在する数十 km 以上の大きさの異常体であれば，地上からの調査において，その存否を予め確認できる
ことを示した。しかしながら，地震波トモグラフィー法は地震観測網の端部や地震活動が低い領域におい
て分解能が低下する等の課題があるほか，地殻内における力学的な境界である断層に関連した物性境
界等の不均質を精度良く捉えるための手法の高度化が必要である。そのため，現在，①微小地震の震源
決定精度の高度化，②地震波後続波データを用いた高分解能地震波トモグラフィー法，③MT データの
三次元比抵抗構造解析法等の要素技術の開発を進めるとともに，地殻内の震源断層の存在に起因する
不均質構造を高い分解能で検出するための総合的な調査技術の整備を進めている。以下では，①微小
地震の震源決定精度の高度化および③MT データの三次元比抵抗構造解析法の開発についての平成
22 年度までの状況を紹介する。
● 微小地震の震源決定精度の高度化
地殻内に存在する震源断層においては，その運動に関連し，断層の近傍において多数の微小地震が
発生する。このため，将来の活動による地殻浅所への破断の進展のおそれのある震源断層の存否を確
認する上では，微小地震の震源分布が基本的な情報となる。地震学の分野における基本的な解析手法
の一つである震源決定解析においては，地表の観測点で記録された地震波の到達時刻を基に，解析領
域内の地震波速度構造を仮定した上で，インバージョンによって震源が決定される。そのため，高い精度
で震源決定を行うためには，三次元的に不均質な地震波速度構造を仮定することが重要となる。特に，
地表付近において場所により大きく異なる層厚で分布する堆積層等の存在は，震源決定結果に大きな
影響を及ぼすと考えられるが，従来の震源決定法では，これを十分に考慮することができない。このため
本研究では，このような地表付近における地質境界を複数の地震波速度不連続面として考慮可能な震
源決定法を構築し，地震波速度が極めて遅い堆積層が場所により異なる層厚で分布する北海道北部地
域を事例とした震源再決定を試みた。その結果，従来の震源決定手法で推定された震源に比べて，堆
積層の層厚変化を考慮した場合に得られた震源は傾倒的に浅く決定され，地表付近の地質構造を考慮
することで，解析により得られる震源分布が大きく変わり得ることが確認できた。このことは，地下深部の震
源断層を把握するために必要となる精密な震源分布を得る上で，本手法が有効であることを示唆する。
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● MT データの三次元比抵抗構造解析手法の開発
一般に，MT 法による比抵抗構造を推定するための解析方法として用いられるインバージョン法では，
多数のブロックにより表現された解析領域内のそれぞれにおける比抵抗値を推定する。しかしながら，多
くの場合，それぞれのブロックにおける比抵抗値は，周囲のブロックにおける比抵抗値から急激に変化し
ないとの平滑化拘束条件をおくため，解析によって求められる比抵抗値は空間的に緩やかに変化し，比
抵抗値の急激な変化は再現されない。そこで本研究では，このような平滑化拘束条件付きインバージョン
法の原理的な課題を解決し，物性の境界面を適切に推定可能な技術を構築するため，平滑化拘束条件
として用いるラプラシアン・フィルタ行列の各要素を反復計算の過程で修正するアルゴリズムを考案した。
さらに，これを組み込んだ三次元インバージョン・コードの妥当性を検討するため，モデル計算による比抵
抗構造の再現テストを行った。その結果，本研究において開発したアルゴリズムを適用した場合は，従来
のアルゴリズムを用いた場合に比べて，解析領域内における比抵抗値のほか，比抵抗境界が適切に再
現できることが確認できた 4）。
（3）今後の計画
調査技術の開発・体系化については，断層運動のうち特に変動地形が明瞭でない活断層の認定や地
下深部の震源断層を確認するための技術のほか，将来の断層の伸長，破砕帯の拡大等を検討する際の
科学的知見となる断層の成熟度を明らかにするための調査技術の開発を目指していく。また，ボーリング
孔や坑道等といった地下で遭遇した断層の活動性の評価ができるよう断層岩の物質科学的な特徴と放
射年代値との関連性についての検討を進めていく。一方，将来の地質環境の予測・評価については，今
後十万年程度の期間を念頭に研究開発を進めているが，一般に，過去に遡るほど自然現象の記録が乏
しくなることから，対象とする期間が長くなればなるほど予測に伴う不確実性も増大していく。そのため，今
後の長期予測・影響評価モデルの開発に際しては，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への影響の大きさ（地下水流動や水
質の変動幅）のみならず，予測結果に内在する不確実性を併せて示していくための研究開発を進めてい
く。
参考文献

1） 梅田浩司ほか（2010）：地質環境の長期安定性に関する研究」基本計画—第 2 期中期計画（平成 22
年度～平成 26 年度），JAEA-Review 2010-030．
2） Sibson, R. H. (1992): Implications of fault-valve behaviour for rupture nucleation and recurrence,
Tectonophysics, 211, pp.283-293.
3） Umeda, K. and Ninomiya, A. (2009) : Helium isotopes as a tool for detecting concealed active faults,
Geochem. Geophys. Geosyst., 10, Q08010, doi:10.1029/2009GC002501.
4） Negi, T. et al. (2011) : Three dimensional magnetotelluric inversion using heterogenious
smoothness-constraint least-squares method, Proceedings of the 10th SEGJ International Symposium,
122.
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3.2.2.2 東北地方太平洋沖地震の影響について
独立行政法人日本原子力研究開発機構 地層処分研究開発部門
東濃地科学研究ユニット 自然事象研究グループ
丹羽 正和
（1）はじめに
2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は，気象庁マグニチュードで 9.0 を示し，国内観
測史上最大規模のプレート境界型地震である。この地震の発生以降，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・水質の変化も各地で報告されて
いる 1-2)。
東濃地科学研究ユニットでは，地層処分に必要な地下深部の地下水流動を調査・評価するための技
術開発の一環として，研究地域（広域地下水流動研究領域，正馬様用地および瑞浪超深地層研究所
（以下，研究所）用地）の複数のボーリング孔において，連続的に地下水観測を実施している。このうち，
例えば広域地下水流動研究領域における過去の観測では，地震に伴う地下水圧（水位）変化を確認して
いる

3)

。また，研究所用地に隣接する東濃地震科学研究所による地下水観測においても，過去に発生し

た地震に伴う地下水圧変化のほか 4)，今回の地震の発生に伴った地下水圧変化も報告されている 5)。
東濃地科学研究ユニットで観測しているボーリング孔においても，今回の地震によって顕著な地下水
圧変化が観測された。ここでは，それらの観測結果の概要について報告するとともに，地下水圧変化と地
震直後の体積歪変化との関係について解析を行ったので，その結果について報告する。
（2）東北地方太平洋沖地震に伴う地下水圧変化
研究所周辺では 2011 年現在で 15 本の地表からのボーリング孔および研究坑道内で間隙水圧（水位）
の連続観測を実施している。測定間隔は 5 分または 30 分である。東北地方太平洋沖地震前後の観測デ
ータから計測値に含まれるノイズ成分（地球潮汐成分，気圧応答成分，観測装置の分解能などに起因）
を除去し，水圧変化量を算出した。地震発生時の短期的な水圧変化をまとめると，以下のようになる。
①広域地下水流動研究領域および正馬様用地のボーリング孔では，地震発生後 30 分で数 cm ～ 10
cm 程度の水圧低下を示し，その後数日間の水圧低下量は最大で数 m であった。
②現在，坑道を掘削している研究所用地およびその近傍のボーリング孔では，深部の花崗岩中において，
地震発生後 30 分で数 cm～数 10 ㎝の水圧上昇を示し，その後数日間の水圧上昇量は最大で 10m 以
上に達した。
（3）地下水圧変化と体積歪との関係
地震直後の地下深部における地下水圧変化の分布パターンは，震源メカニズムから予想される地震
直後の体積歪変化の分布パターンと密接に関係することが報告されている

6-8)

。それに基づくと，地震直

後に地殻が膨張する場合は地下水圧低下を，圧縮する場合は地下水圧上昇を引き起こす。地球潮汐に
よる変動からの推定によれば，被圧地下水の場合，水圧変化に対する歪応答感度は，数 mm ～ 数
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cm/10-8strain 程度とされている 9-10)。
東北地方太平洋沖地震におけるプレート境界面上のすべり量分布は，地震波形記録を用いたインバ
ージョン解析などにより国内外の複数の研究機関により推定されている

11-13)

。これらによって推定された

14)

断層モデルを用いて，半無限均質弾性体を仮定した Okada(1992) の理論に基づくディスロケーション解
析を行い，地震後の研究所周辺を含む東日本における深度 1km までの体積歪変化を計算した。計算に
あたっては地殻変動解析プログラム Coulomb3.115-16)を用いた。また本解析における媒質の物性値は，地
殻の平均的な値として，ポアソン比を 0.25, ヤング率を 8×105bar，摩擦係数を 0.4 と仮定した。
（4）広域地下水流動研究領域および正馬様用地における地下水圧の低下
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

11-13)

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となり，研究所周辺では 2×10-7strain 程度の膨張を示した。
この値は，およそ 10cm～1m 強の水位低下を引き起こす値であり，広域地下水流動研究領域および正馬
様用地に設置されているボーリング孔の観測結果と整合的である。
なお，地震後の長期的な変化については，おおむね地震前の地下水圧に回復していく傾向が見られ
るが，回復の程度は観測地点によって大きな違いがある。東北地方太平洋沖地震以前にもいくつかの地
震に対応した水圧変化が確認されているが，その影響が続くのは数日～1 年程度であった

17-18)

。今後も

引き続き観測データを注視し，地下水圧の回復傾向を調査する予定である。
（5）研究所用地およびその近傍における地下水圧の上昇
研究所用地およびその近傍のボーリング孔が示す地下水圧変化は，体積歪計算結果とは異なり，地
震後に明らかな上昇を示した。
研究所用地では，坑道掘削に伴い継続的に地下水圧が低下していることが分かっている（例えば，
DH-2 号孔では 2005 年 4 月に全水頭 E.L. 157m だったが，2011 年 2 月には E.L. 90 m まで低下 19））。
地震に伴う地殻の膨張が割れ目の開口を引き起こし，掘削により地下水圧が低下していた研究坑道周辺
への周囲からの地下水の流入が地震の発生により促され，地下水圧が逆に上昇した可能性がある。地震
直後に，研究坑道からの湧水量の 1 割以上の増大が確認されている事実とも整合的である。水力発電所
のトンネル掘削工事の例では，坑道掘削に伴い継続的に地下水圧が低下していた地域で，地震により一
時的に地下水圧が回復した事例が知られている 20)。
また，2004 年に発生した紀伊半島南東沖の地震(9 月 5 日，気象庁マグニチュード 7.4)では，研究所用
地およびその近傍のボーリング孔で最大 2m の水圧上昇が観測されている

21)

。この地震に対する体積歪

変化は，前述と同様の方法で計算すると研究所周辺は 0.8×10-7strain 程度の膨張域となり，東北地方太
平洋沖地震の場合と同じく，体積歪からの推定とは異なる水圧応答となる。ただし，この地震は研究坑道
の坑口上部の深度 50m までの工事時に発生したものであるため，研究坑道掘削に伴う水位低下の影響
のみでは説明できない。地震に伴う地下水変動についての従来の研究では，体積歪変化とは別に，水
理地質構造に関わる透水性の変化で説明されている例がある

22-23)

。研究所用地およびその近傍で見ら

れる地震後の地下水圧上昇についても，感度解析的な手法などにより，研究所用地周辺の水理地質構
造の不均質性（例えば，花崗岩と堆積岩との不整合面が作る谷地形の存在など
た更なる検証が必要である。
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）の影響などを踏まえ
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4. ポスターセッション発表資料
（1）地質環境の長期安定性に関する研究
① 調査技術の開発・体系化／長期予測・影響評価モデルの開発
② 年代測定技術の開発
（2）超深地層研究所計画
① 主立坑断層を対象としたボーリング調査研究
② 地質・地質構造に関する調査研究
③ 岩盤の水理に関する調査研究
④ 地下水の地球化学に関する調査研究
⑤ 岩盤力学に関する調査研究
⑥ 第 3 段階における物質移動に関する調査研究計画
⑦ 瑞浪超深地層研究所における工学技術に関する研究
⑧ 瑞浪超深地層研究所の建設状況
（3）共同研究等
① 産業技術総合研究所と原子力機構の共同研究
地球化学環境変動要因としての地下微生物の影響評価手法の技術開発と高度化
② 西松建設と原子力機構の共同研究
掘削体積比エネルギーを用いた原位置岩盤物性評価に関する研究
③ 電力中央研究所と原子力機構の共同研究
瑞浪超深地層研究所周辺の水理・物質移動特性評価に関する研究
④ 金沢大学と原子力機構の共同研究 －平成 22 年度先行基礎工学研究－
原位置試験による元素の固液分配係数(Kd)の決定及び評価手法の構築
⑤ 超深地層研究所計画 岩盤力学の長期挙動評価に関する委託研究
（4）瑞浪超深地層研究所を利用した研究
① 段発発破を用いた速度構造解析と岩石の状態推定
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旧河谷堆積物の編年，岩体の露出年代，熱年代学的手法に基づく隆起・侵食速度を算出するための
調査技術の開発

⑤内陸部の隆起・侵食速度の算出に係る調査技術

地下深部の震源断層や高温流体などの存否を確認するための物理探査技術（高精度震源決定手法，
三次元比抵抗構造解析手法など）の整備

④地殻内の震源断層などに係る調査技術

断層岩や割れ目充填鉱物等を用いた活動時期の推定，熱年代学的手法による垂直変位速度の推定
等の調査・評価技術の提示

③地下で遭遇した断層の活動性に係る調査技術

地形・地質・地球物理学的情報に基づく断層の発達段階（未成熟～成熟）の評価技術の構築

②断層の発達段階の評価に係る調査技術

断層から放出されるガスの主成分・同位体組成など地球化学的性質に基づく変動地形が明瞭でない
活断層等を検出する調査技術の提示
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主な成果と
反映先
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図1 研究領域における地質分布5)
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堆積岩類(前期中新世)
火成岩類(古第三紀)
火成岩類(中生代)
変成岩類(中生代)
堆積岩類(中生代)
活断層

10km

●：試料採取地点
▼：MT観測点

潜在的なマグマ活動
に関連する流体

図5 ヘリウム同位体比と比抵抗構造断面図

流体の移動に伴って発生？

6)

浅発地震
(2000/10/06～2000/11/06)
低周波イベント
(2000/10/06～2000/11/06)

★ 震源

3He/4Heと4He/20Neの関係6)

・1.2Ma頃の横田単成火山群の活動の影響
（3.7RA）より高いヘリウム同位体比
→マントル起源のヘリウムの混入の可能性
＝地下深部の流体が関与

図3

→地震を引き起こした高角度の断層がマントル起源ヘリウムの通路として機能

・断層が再活動した際，アスペリティ（固着面）を挟んだ上位と下位との間隙水圧の
差圧によってそこが流体の通路になるというモデルにより説明が可能 例えば，7)

→高いヘリウム同位体比の原因は，地下深部の流体(≒マントル起源の物質)
が関与

・低比抵抗体の分布と高いヘリウム同位体比の空間的な分布に相関あり(図5)

→低比抵抗体は地殻内の流体の存在を示唆し，上部マントルから地殻に上昇
した流体が2000年鳥取県西部地震の発生(断層強度の低下など)に関与したと
推定

・余震域南西部の地殻内に見出されたマントル最上部から連続する100Ωm以
下の顕著な低比抵抗体は，本震の震源付近まで連続するようにイメージされ
る(図4,5)

・MT法により地下深部の三次元比抵抗構造を推定
…マントル起源物質の上昇に関与する流体（低比抵抗体）の存在を確認するため

図2 ヘリウム同位体比（3He/4He比）分布6)

余震分布域で高いヘリウム同位体比

2000年鳥取県西部地震

本震の震央付近で
最大値5.1RA

→ 震源域はその周辺に比べ，ヘリウム同位体比が高いことを確認した。
→ 低比抵抗体の分布と高いヘリウム同位体比の空間的な分布に
相関が認められた。
→ 断層を通じてマントル起源ヘリウムが地表に供給されたことを示唆する。

3He/4He比
・大気に比べて高いヘリウム同位体比が観測される
原因のひとつとして，過去の火山活動の影響など
が考えられる。

未成熟な断層であっても，高角度の断層はマントル起源ヘリウム
の上昇に大きく関与している可能性があり，このような調査技術は，
概要調査等において，変動地形が不明瞭な活断層の有無を確認す
る際に有効な調査技術となり得る。

● 変動地形が不明瞭な内陸地震の震源域において，ヘリウム同位体比分析・MT法による三次元比抵抗構造解析を実施した。

6)

低比抵抗体

高いヘリウム同位体比

A

浅発地震
(2000/10/06～2000/11/06)
低周波イベント
(2000/10/06～2000/11/06)

震源断層面モデル

A’

ヘリウム同位体比

地球化学的な指標として，断層から放出されるヘリウムガスに着目し，温泉や地下水の遊
離ガス・溶存ガスのヘリウム同位体比を分析し，活断層の存在を示す指標としての有効性を
検討

解決への取り組み

・変動地形学的手法では，活動性が低く断層変位が侵食により不明瞭な断層の認定は困難
・空中レーザー計測などの地球物理学的調査手法は，第四紀の被覆層が薄い地域への適
用に限界あり
→変動地形学的手法や地球物理学的手法を補完する新たな調査技術の開発が必要

問題点

地表からの調査の段階において，変動地形が明瞭でない活断層の存在を確認する

目標

R/RAは大気のヘリウム同
位体比RA（RA＝1.4×10-6）
の何倍かを示す

調査手法
・ 温泉や地下水の遊離ガス・溶存ガスのヘリウム同位体比分析(図2,3)
・ 地磁気・地電流法（MT法）観測及び三次元比抵抗構造解析(図4,5)

→2000年鳥取県西部地震の震源域周辺を対象とした事例研究(図1)

⇔2000年鳥取県西部地震は，Mj＝7.3でも変動地形が不明瞭

わが国では，規模の大きい内陸地震で明瞭な地表地震断層が出現し
ている2）

MT法による三次元比抵抗構造解析

133.2° E

137

図4 三次元解析による比抵抗分布平面図

35.0° N

35.2° N

35.4° N

132

2000年鳥取県西部地震

活断層3)
活火山4)

35.6° N
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主な調査研究成果 ●変動地形が明瞭でない活断層などに係る調査技術―地球化学・地球物理学的アプローチによる調査手法―

「概要調査」などにおいて必要な技術基盤の整備

→ 存在の有無や程度を「概要調査」などにおいて確認

文献調査段階で活断層や第四紀火山などの存在や隆起・侵食などの程度が確
認できない場合

→ 適合するか否かの判断に必要な情報を「概要調査」などにおいて取得

地層処分の候補地が有する地質環境が最終処分法による「法定要件」1) などに
適合するか？

①変動地形が明瞭でない活断層などに係る調査技術

課題と概要

谷川 晋一 ・草野 友宏

地層処分研究開発部門 東濃地科学研究ユニット 自然事象研究グループ

背景・目的 (調査技術の開発・体系化)

TGC

地質環境の長期安定性に関する研究
－調査技術の開発・体系化/長期予測・影響評価モデルの開発－
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※超長期：過去の変動傾向を担保とした自然現象の将来予測が可能とされる十万
年程度2)8) の「長期」に対し，これを超える期間（数十万～数百万年程度）を指す。

: 高度分散量20m区間ごと平均値

…②
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（色の閾値はOhmori(1978)10)に準拠）

図6.隆起速度・侵食速度を用いた
山地の発達段階の区分
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本技術は，日本の山地の高度変化を概括的に説明で
きる可能性があり，隆起速度や侵食速度の推定に伴
う不確実性を考慮した上で用いることで，超長期にお
ける隆起・侵食を予測・評価する有効な手法の1つとな
り得る。

図7.本研究で得られた関係式に
基づき，隆起開始時の高度が0mで，隆起速度が一定と
した場合の山地の高度変化曲線（左上）
および推定される各山地の隆起開始時期（右下）

180万年前に高度0m

隆起速度1mm/y,
高度1000mの山地

⊿H／⊿t =U－ δH

…ダム流域83箇所
…山地107箇所

田中和広（2004）：月刊地球, 26, pp.344-348.
町田 洋・鎮西清高（2001）：米倉信行，貝塚爽平，野上道男，鎮西清高編『日本の地形Ⅰ総説』，東京大学
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→ 天塩～出羽山地，佐渡，西頸城山地などの隆起開始時期が，活動の活発化した
時期や位置の観点において，日本海東縁変動帯と整合的であることを確認した。

→ 日高・飛騨山脈などは，隆起速度・侵食速度が同程度で，動的平衡に近い状態に
あることを示した。

● Ohmori(1978)10)の山地高度変化のモデルを用いて，現在の隆起速度と侵食速度
の関係から日本の山地の高度変化における発達段階を評価し，さらに山地ごとの
隆起開始時期を推定した。

段丘等に基づく過去十万年程度の
隆起速度（藤原・谷川，2011) 11)より推定

図5. 各山地の隆起速度U (mm/y)

: 標高25m区間ごと平均値

図4. 山地の1km2高度分散量D
と， 1km2平均高度Hとの関係

◆

…③

∴ ΔH／Δt = U － δH γ ........ ①’
図2. 山地高度と侵食速度の関係に基づく山地高度変化のモデル(Ohmori,197810)を改変)

図3. ダム流域の侵食速度Eと，
1km2高度分散量Dとの関係

▲

図1. 主な山地の高度変化曲線(町田・鎮西,20019)を改変)

山地高度がその起伏を介して侵食速度を規制するモデル（図2：Ohmori, 1978）10)に着目し，関係式を再計算
9 指標データ…侵食速度：ダム堆砂速度 ，起伏：一定区画の標高の標準偏差（高度分散量）
関係式（図3, 図4）を用いて山地高度から推定した侵食速度と，別に収集した隆起速度（図5）との関係から
日本の各山地の高度変化における発達段階を推定（図6）
「隆起開始時の山地高度が0mで，隆起速度が一定」と仮定した場合の各山地の隆起開始時期について推定（図7）

■山地の平均高度H の変化
ΔH／Δt = 隆起速度U －侵食速度E ..①
■山地の侵食速度E は起伏D の関数
E = αD β (D :高度分散量) ........②
■山地の起伏D は平均高度H の関数
D = aH b
........ ③

3.

2.

1.

解決への取り組み

z 山地が形成される時間スケール（≧数十万年程度）では，応力場の変
化により地形変化の傾向が大きく変化し得る（図1）
z 山地高度の変遷を知るための地質学的情報を，超長期にわたって
得られる山地は少ない
→ 山地の高度変化に関する数値モデルを用いた検討が必要

問題点

10万年から100万年オーダの時間スケールで過去から現在までの地質環境を再現するための一連
の調査・解析・評価手法に関する技術基盤の構築

⑤古水理地質学的アプローチによる地質環境の変化の予測・評価手法の開発

外挿法による将来予測結果の不確実性の提示と，確率論的アプローチによる将来予測手法の開発

④超長期における予測・評価手法に関する検討

火成活動，断層運動などに伴う熱水活動の発達過程や周辺岩盤の熱，水理，水質などの影響と範囲
をシミュレートする技術の開発

③地殻変動に伴う熱水活動の形成に係るモデルの開発

断層の伸長，破砕帯の拡大などに係る地殻浅所の破壊過程をシミュレートする技術の整備

②地質断層の再活動などに係るシミュレーション技術

将来の地形変化を物理モデル（現象論的モデル）を用いてシミュレートする技術の開発

①地形変化シミュレーション技術の高度化

課題と概要

●超長期における予測・評価手法に関する検討
―超長期における山地の高度変化の推定―

z 外挿に伴う不確実性を考慮した超長期の将来予測 ： 特に，広域の
地下水流動に影響を及ぼす山地の高度変化（隆起・侵食）の予測

目標

主な調査研究結果

シナリオが生じる可能性や，シナリオにおいて想定される地質
環境の変化の幅を予測・評価するための手法を整備

地層処分の長期的な安全性の確保には，自然現象に伴う地質環境へ
の影響に係る様々なシナリオを想定した，放射性物質の移行や人間環
境への影響などを総合的に検討することが必要

背景・目的 (長期予測・影響評価モデルの開発)
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竹内竜史・武田匡樹・上野孝志・大丸修二・徳安真吾・尾上博則
・新宮信也・石橋正祐紀・松岡稔幸・水野 崇・鶴田忠彦

地層処分研究開発部門 東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ

今後の主な予定
●地質構造モデルの更新
9 変質鉱物の定性および定量に
基づく変質区分
9 割れ目密度の空間分布の推定

図 揚水試験の揚水区間と主立坑断層両側の水圧応答

¾ 断層周辺岩盤
9 割れ目密度の高い区間が断続的に分
布（主立坑断層から離れるにしたがって
密度は低下傾向）
9 変質した岩盤が断層周辺に広く分布
（水平方向で推定より約30m広い）
9 主立坑断層近傍ではコア全体が変質し，
断層から離れると割れ目沿いが変質

●水理地質構造モデルの更新
9 割れ目密度や変質と水理特性の関連
の検討
9 水圧応答データを用いたモデルキャリ
ブレーション

透水性
(m/sec)
透水係数（m/sec.）
高い
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80

70
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30

20
20
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0
0

低い

区間1
35.8m

区間2
22.3m

区間3
10.7m

区間4
21.0m

区間5
17.0m

長期水圧観測区間

第1段階および第2段階
の調査に基づき構築した
地質構造／水理地質構
造／地下水の地球化学
概念モデルの確認／更新

図 地質と透水係数の関連（10MI23号孔）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

水理試験
区間番号

●水理特性
¾ 岩盤の透水性
9 主立坑断層に近く，変質がコア全体に及ぶ区間の透水係数
は10-11m/secオーダーであり，花崗岩の上部割れ目帯の平
均値（10-7 m/sec）より4オーダー程度低い

図 地質柱状図（10MI22号孔）

¾ 主立坑断層両側における水圧応答
9 主立坑断層北東側を揚水区間とした揚水試験では，主立坑断層を境とし
て水圧応答が相違
9 主立坑断層が低透水性の水理地質構造

深度460mまでの調査結果に基づく地質構造モデルの深度300mの水平断面図

図 ボーリング孔のレイアウトと単孔式水理試験などの実施位置（計画）

揚水試験位置

断層を対象としたボーリング
調査による評価
¾ 主立坑断層および周辺岩
盤の地質構造と水理特性
の関連

¾ 断層
9 主立坑断層は推定より約10m西側に
分布
9 主立坑断層の約8m西側に断層が分布
（主立坑断層との関連は不明）
9 両断層は岩片状から粘土状の花崗岩
から構成

●地質構造

9 主立坑断層の周辺の変質した岩盤はで
は湧水を伴う割れ目が確認されない

¾ 主立坑断層の周辺岩盤は低透水
性と推定

9 研究坑道の掘削に伴う水圧低下／水質
変化が，主立坑断層を境に異なる

第2段階調査による主立坑断層に関
する地質構造／水理地質構造／地下
水の地球化学概念モデルの主な知見
¾ 主立坑断層に対して鉛直方向は低
透水性であることを確認

【主な調査研究結果】

主立坑断層の地
質構造や水理特
性の把握は，地質
構造／水理地質
構造モデルの不確
実性の低減のため
に重要

¾ 主立坑断層は脆弱な岩盤
⇒ボーリング孔壁の崩壊を避けるため，断層北東側および南西側の
それぞれで調査を行うための2孔のボーリング孔を掘削
・地質構造：コア観察，BTV観察，孔内検層
・水理特性：単孔式水理試験，揚水試験，水圧観測装置の設置
・水質分布：地下水採水および分析（単孔式水理試験および揚
水試験時）

【調査計画】

調査計画と主な調査研究結果

※「地質・地質構造に関する調査研究」のポスター参照

¾ 主立坑断層※が地下水流動を規制
する地質構造と推定
9 孔間水理試験による水圧応答が
断層を境に異なる

¾ 北東および北西走向の断層が分布
¾ 地下水流動方向は北西から南西
¾ 被覆堆積岩層（瑞浪層群）中の地層境
界に水理境界が存在

第1段階調査に基づき構築した地質構
造／水理地質構造モデルの主な知見

目標・実施概要 ●第1段階および第2段階の調査に基づき構築した地質構造／水理地質構造／地下水の地球化学概念モデルの確認と更新

TGC

超深地層研究所計画
－主立坑断層を対象としたボーリング調査－
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石橋正祐紀・鶴田忠彦・松岡稔幸・徳安真吾・上野孝志・川本康司・窪島光志・笹尾英嗣

地層処分研究開発部門 東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ

深度459.6～479.6m（481.3m）
深度459.8～495.6m（497.7m）

主立坑
換気立坑

Amplitude

0

A’

主立坑

B’

0

20 m

＿深度500m

2010年度
2010年度
調査範囲
調査範囲

＿深度450m

断層ガウジ

強変質帯

貫入岩

＿深度約480m

＿深度約460m

・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

vvv

-主立坑凡例-

深度400mステージ水平断面図

A

B

A’

逆VSP探査の測線位置

0

20
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（個） 30

0

50

（個）100

緑泥石・雲母粘土鉱物

炭酸塩鉱物・介在鉱物無し など

深度300m研究アクセス坑道における壁面観察結果

割れ目の沿いの母岩
割れ目沿いの母岩
の緑色変質
の緑色変質

坑壁地質調査で確認さ
れた割れ目の介在鉱物

母岩の変質を伴う
割れ目帯（約60ｍ）

更新したサイトスケールの地質構造モデル

【第2段階で更新された断層】
確認／推定した断層の連結部
推定分布
【第2段階で更新されていない断層】
推定分布

月吉断層（割れ目帯）

土岐花崗岩（下部割れ目低密度帯）

土岐花崗岩
（低角度傾斜を有する割れ目の集中帯）

土岐花崗岩（上部割れ目帯）

瑞浪層群（土岐夾炭累層基底礫層）
土岐花崗岩（風化帯）

瑞浪層群（土岐夾炭累層）

瑞浪層群
（明世累層／本郷累層基底礫層）

凡 例
瑞浪層群（明世累層／本郷累層）

【地質構造モデルの更新】

査研究』参照

※ 『主立坑断層を対象としたボーリング調

＜主立坑断層周辺の変質＞
9深度300mステージにおいて，主立坑
断層を中心に約60mの幅で，割れ目沿
いの母岩が緑色変質を被ることを確認
9主立坑断層を対象としたボーリング調
査の計画立案のために，割れ目沿いの
変質範囲を「母岩の変質を伴う割れ目
帯」として暫定的にモデル化※

＜主立坑断層の分布＞
9深度460mまでの壁面地質調査の結果
から，掘削深度が深くなるとともに，南
西側に遷移していくことを確認し，モデ
ルを更新

¾立坑深度460mまでの情報を用いて地
質構造モデル（サイトスケール）を更新

＜換気立坑＞
9深度約350m以深から頻度が増加していた断層に直
交する割れ目が卓越
9割れ目充填鉱物は，緑泥石と炭酸塩鉱物が主体

＜主立坑＞
9主立坑沿いに分布する断層（主立坑断層）は，主立
坑深度約480mまで連続
9主立坑断層は，厚さ数cm程度の断層ガウジを伴う断
層岩と断層ガウジに沿って幅数十cmが強変質
9主立坑断層周辺の割れ目は，断層と類似した走向傾
斜の割れ目と，走向方向が断層に直交する割れ目が
卓越
9割れ目充填鉱物は，緑泥石が2走向の割れ目に分布
し，炭酸塩鉱物は主に断層に直交する割れ目に分布

¾壁面地質調査により，花崗岩中の断層や割れ目など
の地質構造および変質を被る岩盤の分布を確認

※ボーリング調査の成果については，『主立坑
断層を対象としたボーリング調査研究』参照

z壁面地質調査は，坑道周辺の地質・地質構造の分布を把握する手法の1つとして利用できることを確認した。
z今後は，壁面地質調査を継続するとともに，坑道からのボーリング調査で得られる断層や割れ目などの情報との比較・評価を実施し，地下の地質・地
質構造の三次元分布を把握するための調査・評価手法の最適化を図る。
z坑道内での逆VSP探査が，坑道周辺の花崗岩中の断層分布を把握する手法として，利用できる可能性を示した。
z逆VSP探査について，引き続き，複数深度の発破振動でデータを取得して探査結果のS/N比を向上させるとともに，地表での物理探査結果との比
較・評価を通じて，地下の地質構造の分布を把握するための調査・評価手法の最適化を図る。

成果および今後の予定

9主立坑から南へ200m程度（換気立坑
から南へ約160m程度）の位置に振幅
の強い反射イベントを確認
9この反射イベントは地質構造モデルに
記載された規模が大きな断層の分布
位置と一致

A

壁面地質調査の結果（北西側壁面および北東側壁面）

深度500m＿

2010年度
2010年度
調査範囲
調査範囲

B’

振幅の強い反射イベントと分布
位置が一致する地質構造モデル
に記載された規模の大きい断層

深度約496m＿

深度約460m＿

深度450m＿

ペグマタイト

灰色変質

割れ目

-換気立坑凡例-

深度400m＿

B

換気立坑
NW系の割れ目
（N41E方向の断面）

換気立坑
NE系の割れ目
（N49W方向の断面）

深度300m研究アクセス坑道を利用した逆VSP探査の結果

(m)※ ※深度300mステージからの深度を表記

¾坑道周辺の地質構造の分布を把握す
るために，深度300m研究アクセス坑
道において，主立坑掘削に伴う発破
振動を利用した逆VSP探査を実施

-100000

深度300m研究アクセス坑道上の測線位置
N

測定に使用した主立坑
の発破地点

振幅の強い反射イベント 主立坑

【物理探査】
S

備考
調査時間は1調査区間
あたり約2.6mの壁面高
に対して約3時間

主立坑の割れ目方位データ
（極の下半球等積投影コンター図）

実施事項
・地質・地質構造マッピング調査
・可視画像撮影
・岩石，湧水試料の採取

研究坑道の壁面地質調査の主な実施事項

調査範囲（2010年度の掘削深度）

研究坑道

2010年度の研究坑道の壁面地質調査範囲

【壁面地質調査】

主な調査研究結果

＜2010年度の実施概要＞
¾研究坑道の掘削に伴う調査研究として，壁面地質調査，ボーリング調査※および物理探査を実施
¾調査範囲における地質・地質構造の三次元分布の把握，およびサイトスケールの地質構造モデルの更新

地質・地質構造の三次元分布の把握のための調査・評価の技術基盤の整備を目的として，以下の調査研究目標を設定
¾ 第1段階で構築したサイトスケールの地質構造モデルの妥当性の確認
¾ 坑道周辺に着目したブロックスケールの地質構造モデルの構築
¾ 坑道掘削時の地質調査手法・技術の整備

目標・実施概要

TGC

超深地層研究所計画
－地質・地質構造に関する調査研究－
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立坑掘削深度／水位(E.L. m)

不整合

＊2

＊2

透水係数および
比貯留係数

更新ステップ③
¾研究坑道から掘削したボーリング孔を利用した揚水
試験を実施し，周辺のモニタリング孔でモデルのキャ
リブレーションに有効な水圧応答を観測

更新ステップ②
¾研究所用地及び周辺において研究坑道掘削に伴う水圧
応答を観測
¾研究所用地内及び周辺での水圧応答に着目したモデル
のキャリブレーションを実施
¾断層及び岩盤の水理特性を校正
大規模不連続構造以外
の岩盤の水理特性＊2の
校正

透水係数および
比貯留係数

大規模不連続構造の
水理特性＊2の校正

人工構造物や掘削影響
を考慮した透水係数

坑道近傍の水理
特性＊1の校正
＊1

不整合

不整合

更新ステップ①
¾研究坑道近傍の水理特性を把握するために立坑近
傍の水圧分布の観測を実施
¾立坑近傍の水圧分布及び坑道内の湧水量に着目し
たモデルのキャリブレーションを実施
¾覆工コンクリートなどに起因するスキン効果の影響を
考慮して，水理地質構造モデルにおける研究坑道近
傍の水理特性を校正

更新ステップ①：研究坑道近傍の水理特性を反映した水理地質構造モデルのキャリブレーションを実施

図-1 第2段階でのサイトスケールの水理地質構造モデルの更新方法と調査研究の関連性

水理地質構造モデルの
キャリブレーション終了

整合

水圧応答（水圧の経
時変化）の再現性

大規模不連続構造の水理特性＊2
の決定

整合

水圧応答（水圧変化量，応
答伝搬速度）の再現性

坑道近傍の水理特性＊1の決定

整合

湧水量と坑道近傍の水圧
変化の再現性

研究坑道掘削を模擬した
非定常地下水流動解析

水理地質構造モデル
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2010/5/1

2009/6/1

09MI18号孔

換気立坑からの距離(m)

3

09MI17‐1号孔

図-2 換気立坑近傍の水圧分布の
観測結果
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解析値（更新前）
解析値（更新後）
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(a)換気立坑近傍の水圧分布
（換気立坑425m掘削時）
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(b)研究坑道の掘削に伴う湧水量

総湧水量（解析値_更新前）

図-3 実測値と解析値の比較

総湧水量（実測値）
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¾ 覆工コンクリートなどの人工構造物や掘削工事の影響に起因するスキン効果の影響を考慮して，研究坑道近傍の透水係数を低減させること
によって，研究坑道近傍の水圧分布および研究坑道への湧水量の経時変化の再現性の向上が可能である見通しを確認

水圧変化

水圧の経時変化

z 背景／仮説
9 大規模不連続構造以外の
岩盤の水理特性は，水圧の
経時変化に影響を与える

水圧変化

水圧変化量

応答伝搬速度

z 背景／仮説
9 大規模不連続構造の水理
特性は，水圧変化量や応答
伝搬速度に与える影響が大
きい

z 背景／仮説
9 坑道内の湧水は，水圧変化
を生じさせる原因として重要
9 坑道近傍の水理特性は，覆
工コンクリートなどの人工構
造物や掘削工事の影響を受
けており，それに伴い湧水
量が異なる

¾ これまでの第2段階の調査研究結果に基づき，サイトスケールの水理地質構造更新の考え方を整理（図-1）。
¾ この考え方に基づき水理地質構造モデルのキャリブレーションを試行するとともに，キャリブレーションに必要な調査データを追加取得。

第2段階調査研究の現状

《2010年度の実施概要》
¾ 第2段階で取得したモニタリングデータに基づき，サイトスケール（空間スケー
ル：2km四方）の水理地質構造モデル更新の考え方を整理
¾ これまでに取得したモニタリングデータを用いた更新方法の妥当性の確認
¾ 研究坑道の掘削に伴う地下水流動場の変化を把握するための坑内湧水量
計測，間隙水圧モニタリング，及び涵養量推定のための表層水理観測

【超深地層研究所計画における研究段階】
第1段階：地表からの調査予測研究段階，第2段階：研究坑道の掘削を伴う研究段階，第3段階：研究坑道を利用した研究段階

尾上博則・竹内竜史・武田匡樹・大丸修二・狩野智之・露口耕治・三枝博光

地層処分研究開発部門 東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ

《第2段階における地下水流動の調査研究の目標》
¾ 第1段階で構築した水理地質構造モデルの妥当性
の確認，更新及びそれらの方法論の整備
¾ 研究坑道の掘削に伴う地下水流動場の変化の把握
¾ 第3段階の調査研究計画の策定

目標・実施概要

TGC

超深地層研究所計画
－岩盤の水理に関する調査研究－
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解析値（更新後）
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揚水量
8/11

※丸中の数字：観測区間番号

欠測区間

水圧応答不明瞭

広域地下水流動研究領域
国土地理院地形図（美濃加茂，恵那）に追記

9/17

9/17

90

95

100

105

4/10

5/20

9/10

9/20

回復期間

9/30

0

50

5/20

6/29

採水作業の実施
による欠測

6/29

8/8

8/8

9/17

9/17

¾ 地震に伴う顕著な地下水圧の変化を観測（広域：低下
傾向，研究所用地周辺：上昇傾向）
¾ 地下水圧は時間の経過とともに初期水圧に回復傾向
¾ 今後も水圧観測を継続し，地震後の地下水圧の変化
を確認
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DH-13
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9 主立坑断層北東側では，
z 揚水に伴う水位の低下を，明世
/本郷累層（基底礫岩）以深の
観測区間で確認
z 揚水停止による水位の回復を，
土岐夾炭累層以深の観測区間
で確認

8/21

MSB-1_No.2（明世/本郷累層（基底礫岩））
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明瞭な 水圧応答確認
（3m＜水位低下量）
明瞭な 水圧応答確認
（0.5m＜水位低下量＜3m）
水位低下のみ確認
（水位低下量＜0.5m）

≪凡

-5.5

-4.5

-3.5

-2.5

-1.5

-0.5

主立坑断層北東側における水圧応答例
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図-6 東北地方太平洋沖地震（2011/3/11発生）による地下水圧の変化
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1

MSB‐3

主立坑断層北東側

図-5 揚水試験による観測孔の水圧応答（模式図：N-S断面）
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¾ 研究坑道の掘削に伴う地下水流動場の変化を把握するための坑内湧水量計測，間隙水圧モニタリング，及び涵養量
推定のための表層水理観測を継続
¾ 上記モニタリングデータを用いた水理地質構造モデルのキャリブレーションを継続
¾ 第2段階で取得したモニタリングデータに基づくサイトスケールの水理地質構造モデル更新の考え方の妥当性評価
¾ 第2段階で更新したモデルと第1段階モデルとの比較を通じた不確実性低減の程度を評価
¾ 上記の評価を通じて，地上からの個別の調査解析技術の有効性や適用限界を検討し，技術的ノウハウを整理

※グラフ縦軸：全水頭（間隙水圧から換算）

4/10

MIU-2：月吉断層上盤

3/11

3/11

250

255

水質観測孔

間隙水圧観測孔

研究所用地

瑞浪市都市計画基本図に追記

【トピックス】 東北地方太平洋沖地震による地下水圧の変化

9 主立坑断層南西側では，
z 揚水に伴う水位の低下を，土岐夾炭累層
以深の観測区間で確認
z 一方，揚水停止による水位の回復は，土岐
夾炭累層の観測区間のみで確認
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図-4 研究坑道の掘削に伴うモニタリング孔での水圧応答の実測値と解析値の比較
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更新ステップ③：揚水試験により水理地質構造モデルのキャリブレーションに有効な水圧応答を取得

解析値（更新前）
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¾ 主立坑断層北東側での揚水試験を実施し，
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¾ 取得データに基づき，主立坑断層などの主
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要な水理地質構造の水理特性を更新予定
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¾ 各観測区間における水圧応答の違いに着目して，研究所用地周辺に分布する断層の透水係数を低減及び花崗岩の透水性に透水異方性
を考慮することによって，研究所用地周辺における水圧分布の経時変化の再現性の向上が可能である見通しを確認
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立坑掘削深度 (G.L.-m)
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更新ステップ②：研究坑道掘削に伴う水圧応答を利用した水理地質構造モデルのキャリブレーションを実施中
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水野 崇・青才大介・新宮信也・萩原大樹・山本祐平・福田朱里

地層処分研究開発部門 東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ
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各予備ステージから掘削したボーリング孔での
塩化物イオン濃度のモニタリング結果

10MI26号孔
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移流分散解析における塩化物
イオン濃度の初期分布

深度1000m

深度0m

今回実施した移流分散解析では，断層や割れ目等の不連続構造を排除した
簡易的な水理地質構造モデルを使用し，中心に立坑を模擬した軸対称回転
体モデルにより解析を実施した（図中，実線は解析，プロットは実測値）

移流分散解析の結果

移流分散解析に使用した
水理地質構造モデル

深度1000m

不透水

深度460m

掘削前：不透水
掘削後：圧力水頭0

深度0m

研究坑道内におけるボーリング孔
の配置図

¾ 研究坑道掘削に伴う水質分布の変化が水質モニタリングによって把握可能であることを示すことができた
¾ 水質分布が変化するプロセスを解析的なアプローチにより推定する手法を構築することができた
¾ 実測値に基づく水質分布変化のプロセスに関する概念化およびその概念に基づく移流分散解析により実測値と解析値の乖離を低減させる

成果および今後の予定

瑞浪市都市計画基本図に加筆

研究所用地内におけるボーリング孔
の配置図

【2010年度の主な結果】
¾ 深度400ｍ予備ステージより掘削長約70ｍの水平孔である10MI26号孔
を掘削し，水質モニタリングを開始
¾ 各深度において品質を管理しつつ水質モニタリングを実施する体制を構築
¾ 移流分散解析によりこれまでの水質分布の変化を解析的に検討

第１段階および2011年1月時点での
集水リングと各予備ステージから掘削
したボーリング孔より採取した地下水
の塩化物イオン濃度分布
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【第2段階での主な実施内容】
¾ 地表から掘削したボーリング孔（MSB-2,-4号孔，MIZ-1号孔およ
びDH-2号孔）を利用した地下水採水調査
¾ 研究坑道内から掘削したボーリング孔（07MI07号孔，09MI20号
孔および10MI26号孔）を利用した地下水採水調査
¾ 研究坑道内からの湧水（壁面湧水，集水リングからの湧水，探り
削孔等からの湧水）を利用した地下水採水調査
¾ 各調査における品質管理

主な実施内容と調査研究結果

¾第1段階で構築したサイトスケールでの水質分布に関する地球化学概念モデルの妥当性確認及び更新
⇒地下水の酸化還元環境，pH，塩分濃度の空間分布を把握し水質形成プロセスを理解する
⇒研究坑道の掘削が地下水の地球化学特性の空間分布に与える影響の範囲と程度を把握し変化のプロセスを理解する
¾物質移動の遅延効果の把握
⇒コロイド/有機物/微生物が物質の挙動に与える影響の把握
（地下水の地球化学分野では原位置におけるコロイド/有機物/微生物の特性を把握するための調査研究を実施）

個別目標と課題

TGC

超深地層研究所計画
－地下水の地球化学に関する調査研究－
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● 水圧破砕法

→NE

右側壁

右アーチ

30,00010°

N

有効間隙率：低
0.40~4.95[%]

断層

土岐花崗岩
下部割れ目低密度帯

土岐花崗岩
上部割れ目帯

堆積岩

スキャンライン（赤線）ごと

10.6MPa

E

2.6

●
最大主応力 σ 1
▲ 5.2
中間主応力 σ 2
■
最小主応力 σ 3
※Nは真北、等角・下半球投影
※応力値は圧縮を正とする

S

5.2MPa

2.6MPa

N

※応力値は圧縮が正
※主応力の方位/傾
斜は真北となす時
10.6 計回りの角度と傾
斜伏角を表す。

E

下半球投影

● 最大主応力 σ1(MPa)
▲ 中間主応力 σ2(MPa)
■ 最小主応力 σ3(MPa)

450

400

350

300

250

200

150

0

5

10

F0

15

3

20

25

162.3±24

71.8±7.1

173±25

30

300m‐右側壁

300m‐右アーチ

300m‐左アーチ

300m‐左側壁

予備‐右側壁

予備‐右アーチ

予備‐左アーチ

予備‐左側壁

1.11±0.15

12.65±0.44

1.12±0.40
一軸圧縮強さ（MPa）

2.68±0.83

4.14

2.34±0.13

0

10

20

30

40

1

2

軟弱←

3
岩盤等級

4

5 （点）
→堅硬

クラックテンソ
ルのトレース：
割れ目を含ん
だ岩盤の等価
剛性の指標と
なる無次元量

図-5 岩盤等級とクラックテンソルのトレース
との関係
岩盤等級とクラックテンソルのトレースとは負
の相関があることが分かった。

岩盤等級を
点数化

電中研式の
岩盤等級ご
とに整理

2.62±0.01

2.34±0.02

2.62±0.01

D級

土岐花崗岩の
変質帯注1)

主立坑での
先行ボーリング
（平均値±1σ）
180～528m

注1)主立坑の断層ガウジに沿う変質帯

CM～B級

CL級

CM～A級

岩盤等級
乾燥状態の
見かけ比重
（乾燥相対密度）
有効間隙率（％）

岩相

土岐花崗岩
健岩部

210～480m

掘削ずり
（平均値±1σ）

第2段階調査
研究坑道の掘削を伴う研究段階

土岐花崗岩
軟質部

167～1004m

調査深度 GL-.m

土岐花崗岩
健岩部

MIZ-1号孔
（平均値±1σ）
調査地点・対象

第1段階調査
地表からの調査予測研究段階

表-1 第1段階と第2段階との比較

図-4 クラックテンソルのトレースF0
曲面状の壁面に現れる割れ目のトレース長を算出する
方法を新たに提案し、クラックテンソルを算出した。

クラック
テンソル
の算出

スキャンライン
と交差する割れ
目を抽出

一軸圧縮強度：低
一軸圧縮強さ：低
1.75~3.32[MPa]

W

W

N

S
主 σ 1 (方位°／傾斜°) 10.6±0.5 (121/ 2)
応 σ 2(方位°／傾斜°) 5.2±0.4
(220/57)
σ1（MPa）
σ2（MPa）
σ3（MPa）
力 σ (方位°／傾斜°) 2.6±0.5 ( 36/33)
50％強度接線静ヤング率
50%強度接線静ヤング注2
有効間隙率注1
（方位°/傾斜°）
（方位°/傾斜°） （方位°/傾斜°）
※応力値は圧縮を正、単位はMPa
4.14[%]
（0.37～1.46）[GPa]
10.6
5.2
2.6
※主応力の方位／傾斜とは主応力軸が真北となす
注1）
有効間隙率はD級供試体が浸水により崩壊したため、一つのCL級供試体から得られた値
時計回りの角度と応力軸の傾斜伏角を示す
(50％強度接線静ヤング率は変位計から求めたもの)
(121/2)
(220/57)
(36/33)
注2） 50%強度接線静ヤング率は変位計による軸ひずみから求めた値のため参考値

見かけ比重（乾燥）：低
2.248~2.530

岩盤等級：CL、D級

50%強度接線静ヤング率：高
40.2~66.2[GPa]

見かけ比重（乾燥）：高
2.504~2.631

主立坑の断層ガウジに沿う変質帯

一軸圧縮強さ：高
一軸圧縮強度：高
108~211[MPa]

深度200m

円錐孔底ひずみ法

初期応力状態

○深部初期地圧測定技術
深部初期地圧測定手法としてDSCA法が有効であり、地表からの調査で深部岩盤の応力状態を把握する手法の一つになり得ることを示すことができ
た。今後は応力解放法などの原位置測定法やAE/DRA法などのコア法も含め、さらに深部での検証を行う。
○岩盤力学モデルの構築技術
地表からの調査で岩盤物性の分布の概要を取得する技術を確立することができた。さらに詳細な物性分布については、坑道からの先行ボーリングな
どの調査で取得する必要があることが分かった。今後は引き続きデータを蓄積しモデルの更新を行う。
○モデル化・解析技術
地表からの計画段階で設定した岩盤等級に基づく物性分布に理論的な根拠を与えることができた。これにより定性的な判断が含まれる岩盤等級を
力学特性などの物性分布と定量的に結び付ける可能性を示すことができた。今後は深度500mステージなどさらに別の場所での検討を行う。

成果および今後の予定

図-3 割れ目の観察図
(例：300m研究アクセス坑道) 全体

黒丸●：スキャンラインの位置

水平坑道（鉛直断面）

左側壁

鉛直上
左アーチ

モデル化・解析
技術

力学特性

深度180~500m（健岩部） 岩盤等級：A~CM級

物理特性

図-2 第2段階における岩盤力学モデル
第2段階での調査結果を用いて第1段階で作成
した岩盤力学モデルを更新した。

1000m

800m

600m

400m

200m

深度
0m

SW←

深度 (m)

水圧破砕法：測定原理が理論的な根拠に基 ・土岐花崗岩の健岩部に関して第1段階と第2段階と
づいており確立している。原位置で大がかりな の調査結果は調和的である。
装置が必要。
・第2段階調査では第1段階調査で予測したものより
脆弱なものが捉えられた。
最大水平応力の方向が北～西で一致してい
・物性分布の概要は地表調査で把握し、詳細は坑道
る。DSCA法が深部岩盤初期応力測定法とし
からの先行ボーリングなどの調査で取得し、モデルを
て有効であることが確認できた。
更新する必要があることが分かった。

DSCA法：コアを用いた応力測定手法の一つで
測定原理が仮定に基づいており、理論的な課
題を残す。室内で実施でき簡便で安価。

図-1 DSCA法と水圧破砕法の初期地圧
測定結果（最大水平応力の方向）の比較

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

岩盤力学モデルの構築技術
SW
NE

S300_M_SHFT

主な調査研究結果
深部初期地圧測定技術

深部岩盤を対象とした初期地圧測定手法の候補の一つであるDSCA法の有効性の検証
○岩盤力学モデルの構築技術
第1段階での調査結果と第2段階での調査結果の比較と第2段階での調査結果に基づくモデルの更新
○モデル化・解析技術
結晶質岩のような割れ目を多く含む硬岩系岩盤を対象とした等価連続体モデル化手法により得られるパラメータの活用法の検討

目標・実施概要 ○深部初期地圧測定技術

真田祐幸・引間亮一・丹野剛男・松井裕哉・佐藤稔紀

地層処分研究開発部門 東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ

→軟

TGC

クラックテンソルのトレース F0

換気立坑

硬←

主立坑

深度 (m)

超深地層研究所計画
－岩盤力学に関する調査研究－
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： 物質移動に関する特性とプロセスの把握

低?
大?

透水性

遅延効果の程度

高?
小?

低?

頻度

高?

Crystal-typeとClay-typeの相違点

など

など
断層や割れ目を対象
としたボーリング調査

地下水の化学的性質の
変化に関する調査

物質移動の遅延効果
に関する調査研究

坑道掘削の影響や湧水
抑制対策技術の研究

0

初期応力
（岩盤にかかる圧力）
の測定

断層や割れ目を対象
としたボーリング調査

深度300mステージ

¾ 海外URLでは報告の
ない日本特有の割れ目

Clay-type

研究対象となるスケール

300 (m)

ボーリング孔

規模の大きな断層帯

低角度割れ目の集中帯

上部割れ目帯

下部割れ目低密度帯

深度500mステージ

異なる地質環境での物質移動特性の把握

・ 地下水の地球化学特性にも相違

・ 水理特性にも相違

・ 深度300mは上部割れ目帯，深度500mは
下部割れ目低密度帯に相当(地質・地質構造の相違)

＜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-”，日本原子力研究開発機構，JAEA-Review 2011-022(2011)

室内試験
¾ 割れ目の内部構造調査
¾ 収着・拡散試験
¾ 岩石鉱物試験

原位置試験
¾ 割れ目ネットワークを対象とした試験
¾ 単一透水性割れ目を対象とした試験
¾ 岩石マトリクスを対象とした拡散試験

今後の調査研究

割れ目タイプに応じた物質移動特性の把握

¾ 海外URLで最も多く
報告されている割れ目

Crystal-type

日本の花崗岩体では， Crystal-typeだけでなくClay-typeの両方の存在を確認

地質環境の違いの一例～割れ目の性状～

変動帯（日本）と安定大陸（欧米諸国）の結晶質岩では地質環境が異なるため，
物質移動特性も相違

MIUにおける物質移動調査の実施意義

・ 水理地質構造モデルおよび物質移動概念モデルの妥当性確認と更新

・ 既存データに基づくブロックスケールの割れ目ネットワークモデルの構築と
調査結果に基づくモデルの更新

・ 物質移動解析に用いるパラメータの取得

<課題>

¾コロイド/有機物/微生物の影響の把握
•結晶質岩の深部環境においてもコロイドや微生物種の存在を確認

¾岩盤の収着・拡散特性の把握
•栗橋花崗閃緑岩のデータとの対比による土岐花崗岩の収着・拡散特性の推定
•MIZ-1孔コアを用いた室内試験による収着係数や拡散係数の取得

¾物質移動場の把握
•釜石原位置試験場におけるレジン注入試験によるマトリクス中の間隙構造の連結性の把握
•MIZ-1孔コアを用いた室内試験によるウラン系列核種のマトリクス拡散深さの推定

既存の調査研究成果1)

特性までを連続的に評価できるモデルを構築するための調査解析手法の整備

ブロックスケールの地下水流動に寄与する100mスケールの亀裂構造における物質移動

拡散や収着などの遅延に寄与する微視的な構造の物質移動特性から、

処分場を通過した地下水中に放射性物質
が溶出したと仮定し，人間環境に移動す
る可能性を示した概念図

割れ目
単一透水性
岩石マトリクス
ネットワーク 割れ目
異なる深度での物質移動調査の実施意義

湯口貴史・國丸貴紀・森川佳太・上原倫子

地層処分研究開発部門 東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ

研究坑道周辺の数10mスケールの岩盤を対象にした岩石マトリクスへの

研究目標

TGC

超深地層研究所計画
－第3段階における物質移動に関する調査研究計画－

JAEA-Review 2011-045

- 79～80 -

JAEA-Review 2011-045

- 81～82 -

JAEA-Review 2011-045

- 83～84 -

須藤 正大・見掛 信一郎・池田 幸喜・山本 勝

東濃地科学センター 施設建設課

瑞浪超深地層研究所の建設状況

深度300m
研究アクセス坑道

主立坑
(内径 6.5m)

深度500m
予備ステージ

立坑一般部～深度500m連接部施工状況

連接部②
連接部③
連接部④

深度500m主立坑連接部掘削順序図

10500

連接部①

連接上部

6500

500200

498950

497700

496510

494400

492200

【施工方法】
・①～⑥の施工手順を繰り返し、5区間（連
接上部、連接部①、連接部②、連接部③、
連接部④）を順番に施工

2110
1250 1250 1190

2200
5800

深度500m換気立坑連接部

主立坑一般部（深度492.2ｍ）

主立坑連接上部～連接変化部

⑤二次吹付

②ズリ出し・コソク

③壁面観察

⑥ロックボルト打設

深度500m主立坑連接部施工手順

④一次吹付・鋼製支保工設置

①削孔・装薬・発破

・両立坑共花崗岩が分布し、特に主立坑沿いには断層に伴う強変質を受けた花崗岩が分布
・主立坑断層は深度500.4mまで連続して確認されたが、一部地山補強などの対策を講じ
るのみで掘削時における壁面の自立性は保たれている
・両立坑共掘削時に顕著な湧水はなく、壁面が濡れる程度

深度500m主立坑連接部

・掘削工法：発破によるショートステップ工法（2.6m/スパン）
・掘削範囲（2011年度）
【主立坑】深度481.3m～500.4m
【換気立坑】深度497.7m～500.2m

深度500m主立坑連接部施工例

（※坑道の位置や長さなどは計画であり、地
質環境や施工条件などにより決定していく）

研究坑道レイアウト図

最深ステージ

換気立坑
(内径 4.5m)

予備ステージ
(深度100mごと)

深度500m
研究アクセス南坑道

深度500mステージ

深度300m
ボーリング横坑
（換気立坑）

深度300m
予備ステージ

深度200m
ボーリング横坑
（主立坑）

深度500m
研究アクセス北坑道

100m

深度300mステージ 40m

深度200m
ボーリング横坑
（換気立坑）

研究坑道掘削の進捗

① 深部地質環境の調査・解析・評価技術の基盤の整備
・地質、地質構造、地下水の動きや性質、岩盤の熱・力学特性、岩盤中での物質の挙動、坑道掘削が周辺の岩盤に与える
影響などを明らかにしていく技術基盤の整備
② 深地層における工学技術の基盤の整備
・地下深部に研究坑道を安全かつ合理的に設計・施工・維持できることを確認

超深地層研究所計画の全体目標

TGC
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10/05/20

10/05/10

10/04/30

10/04/20

10/04/10

10/03/31

10/03/21

10/03/11

10/03/01

2010/11/17～2010/12/26
深度300m 深度400m
にて調査ボーリング作業
11/05/15

11/05/05

11/04/25

11/04/15

11/04/05

11/03/26

11/03/16

10/12/16

10/11/06

10/10/17

10/10/07

10/09/27

10/09/17

10/09/07

10/08/28

10/08/08

10/07/29

10/07/19

10/07/09

10/06/29

10/06/19

10/06/09

10/05/30

2011/4/18
換気立坑深度500.2m到達

2011/10/1
主立坑深度500.4m到達

工学技術の有効性：研究坑道の設計、施工計画、空洞安定性評価、掘削、施工対策、維持・管理、安全確保など
【反映】
・地層処分場の設計、建設ならびに操業にかかわる合理的かつ最適な手法の開発の基盤
・将来における地下空間利用の基礎：地下深部において安全に研究活動などが実施可能であることなど

湧水量の経時変化（2010年3月1日～2011年10月14日）

10/12/26

湧水量（m３/day）

成果の反映 【成果】

0.0

2010/8/12～2010/10/24
深度300m 研究アクセス坑道
100m計測横坑にて調査ボーリング作業

11/01/05

100.0

11/01/15

200.0

11/01/25

300.0

11/02/04

400.0

11/02/14

500.0

11/02/24

600.0

11/05/25

700.0

11/06/04

800.0

11/03/06

2011/3/11
東北地方太平洋沖地震発生

11/06/14

900.0

10/08/18

2011/1/24
換気立坑深度460m到達

11/06/24

揚水量 主立坑+換気立坑

11/07/04

1,000.0

11/07/14

2011/1/13
主立坑深度460m到達

11/07/24

湧水量 換気立坑

11/08/03

湧水量 主立坑

11/08/13

1,100.0

11/08/23

1,200.0

10/10/27

【東北地方太平洋沖地震の影響】
・2011年3月11日地震発生後、両立坑の湧水量は増加し、その後
減少傾向にあるが、未だ震災前の湧水量より多く推移
・震災後1カ月の平均湧水量を震災前1カ月と比較すると、主立坑で
+31m3/day、換気立坑で+55m3/dayとなった
→湧水量増加の要因として、地下水圧の増加に加え、透水性の増
大、水みちの連結などの変化が生じたと考えられる

11/09/02

【湧水量の経時変化（2010年3月～2011年10月）】
・湧水量は両立坑合計で600m3/day～980m3/dayの間
で推移
・両立坑共に掘削進捗に伴う湧水量の顕著な増加はほと
んど認められず
・深度300m研究アクセス坑道100m計測横坑における調
査ボーリング作業時は最大で370m3/day湧水量が増加

10/11/16

④研究アクセス南坑道6.2m

11/09/12

湧水量の変化

10/11/26

坑内写真

③換気立坑側・予備ステージ5.4m

10/12/06

②研究アクセス北坑道5.65m

11/09/22

【換気立坑側】
③予備ステージ（坑道幅4.0m、高さ3.0m）
岩盤等級：Ｂ
掘削工法：全断面工法
掘削範囲：連接部覆工面から5.4m
④研究アクセス南坑道
（坑道幅4.5m、高さ3.5m）
岩盤等級：Ｂ
掘削工法：ベンチカット工法
掘削範囲：連接部覆工面から6.2m

①主立坑側・予備ステージ5.0m

11/10/02

【主立坑側】
①予備ステージ（坑道幅4.0m、高さ3.0m）
岩盤等級：ＣＬ
掘削工法：全断面工法
掘削範囲：連接部覆工面から5.0m
②研究アクセス北坑道
（坑道幅5.0m、高さ4.5m）
岩盤等級：ＣＬ
掘削工法：ベンチカット工法
掘削範囲：連接部覆工面から5.65m

11/10/12

深度500m水平坑道施工状況
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土木技術グループ

油圧式削岩機の場合：油圧データから算出
Ed ＝（Ei×Trod×bpm）/（ PR×AH ）

1

C=13

C=20

C=25

C=35

C=55
C=42

C=65

Ed =

Case 9
Case2(泥岩・砂岩)
Case5(花崗岩)
Case8(安山岩)

Case 8

Case 3
Case4,5

Case3(花崗岩)
Case6(花崗岩)
Case9(凝灰岩)

0

10

20

300

1

2

3

4

5

6

-6

-6

-2

-2

横断面位置(m)

0

0

4

2

4

Ed
σc(schmidt)

2

自由断面掘削機による切羽面内での
Ed,Vp,σcの変化2)

-4

-4

1m区間
2m区間

■ 今後の予定
・水平坑道の掘削において削岩機に計測システムを設置
・掘削体積比エネルギーによる原位置岩盤物性評価に加え、掘削影響領域の評価を試行

■ 成果
・掘削体積比エネルギー（Ed）から一軸圧縮強度（σc）の推定が可能であることを確認

6

6

0

30

60

90

◆Edからσc、Vp推
定の可能性

・切羽面でのEd、σc、Vpの
分布状況をプロット
・Ed,σc、Vpとも中央左側が
若干大きく、両端に向かっ
て減少
・定性的ではあるがEdとσc、
Vpの変化の傾向が比較
的一致

現場における調査の例（山岳トンネル）

1) 山下，石山，木村，福井，大久保（2006）:第61回土木学会年次学術講演会講演概要集，3-333，pp.661-662.
2) 領家，青木，田村，福井，大久保，松本，宮本（1998）:土木学会論文集，No.603，Ⅲ-44，pp.89-100.

◆Edからσcの推定
が可能

・切羽前方探査結果、岩石
供試体実験結果からEd,
σcをプロット
・Edはσcのべき乗に比例

1000

岩石供試体
実験結果

前方探査結果

Case 6
Case 10
Case 7

削岩機によるEdとσcの関係1)

10
100
岩盤強度σc （MPa）

Case1(花崗岩)
Case4(花崗岩)
Case7(安山岩)
Case10(花崗岩)

C×σc0.5

成果および今後の予定

参考文献

10

100

1000

掘削体積比エネルギーに関する研究調査結果

Ei ：ピストンの打撃によってロッド中に発生した弾性波エネルギー
Trod ：弾性波エネルギーのロッド中における伝達係数
bpm ：打撃数、PR ：削孔速度、AH ：孔断面積

¾

掘削体積比エネルギー（Ed ）：単位体積の掘削に要するエネルギー

掘削体積比エネルギーの定義

主な調査研究結果

施工時の掘削機械のデータを利用する掘削体積比エネルギーによる評価についての有効性を確認

・掘削体積比エネルギーに関する既往研究の調査を実施

弾性波速度 Vp (km/s)
掘削体積比エネルギーEd(MPa)

■ 実施概要

出典：原子力発電環境整備機構（NUMO）HP

地層処分施設のレイアウト例
大きさ約3km×約2km、延長約270km

原位置岩盤の力学物性は、左記の評価
に必要不可欠であるが、その値は一般に
不均質であり、コアによる室内試験と他の
調査データの組合せによる評価では、広
範囲に及ぶ岩盤物性を効率的に精度よく
評価することが難しい。

・広範囲に展開される地下施設において原位置の岩盤物性を効率的に精度よく評価する手法の開発

■ 目標

・建設から閉鎖まで100年程度の地下構造物の力学的安定性
・埋戻し後1000年程度の地下構造物の安定性の評価
・地下水や物質の選択的移行経路となりえる掘削影響の領域の
評価

■ 研究背景

岩盤強度 σc (MPa)

目標・実施概要

掘削体積比エネルギー Ed （J/cm3）

平野享・山下雅之・石山宏二

原子力機構 地層処分研究開発部門 結晶質岩地質環境研究グループ 引間亮一・丹野剛男・真田祐幸・松井裕哉・佐藤稔紀

西松建設（株） 技術研究所

TGC

西松建設と原子力機構の共同研究
-掘削体積比エネルギーを用いた原位置岩盤物性評価に関する研究-
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岩盤

原位置での吸
着試験により
Kdを決定

原位置の水質を
模擬した条件で、
バッチ式吸着実験
によりKdを決定

試験区間

洗浄用区間 試験区間

10MI26号孔 試験区間レイアウト
1.25m
採水
注水

3

6

9

12

0

試験区間

100

0

20

40

60

80

100

0

50

100

時間 (hour)

水温

電気伝導度

循環
ポンプ

1cm

モデル計算値

1μmol/L

and Sverjenksy(2006)

花崗岩へのEuの吸着率
と表面錯体モデリング*
*Fukushi

石英
黒雲母
斜長石
カリ長石
その他

花崗岩表面の電荷状態

・予備的調査の結果を踏まえて，pHとイオン強度
を任意に変化させた原位置試験を実施

・花崗岩のキャラクタリゼーションを実施
・Euの吸着率を実測

・試験区間は湧水量が少なく、溶質の散逸が少
ないことを確認
・地下水循環中、水質は安定していることを確認
・洗浄により水質を回復できることを確認

★まとめと今後の予定★

35.9%
4.3%
19.8%
22.1%
17.9%

酸塩基滴定試験

[Kd決定試験]
・試験区間の花崗岩を用いたEuの吸着試験

[予備的調査および試験]
・試験区間の花崗岩の鉱物学的キャラクタリゼーション
・試験区間の花崗岩の酸塩基滴定試験

★室内試験★

[予備的調査および試験]
・試験の区間の割れ目密度、湧水量の観測
・試験中の地下水水質の定常状態確認試験
・試験区間洗浄試験

花崗岩写真と鉱物組成

0.1μmol/L

・試験区間は溶質の散逸を防ぐため
割れ目が少ないこと
・試験中，水質の変化が小さいこと
・水質を任意に設定できること

★原位置試験★

注水

採水

★原位置試験 区間選定条件★

本ポスターではこれまでに実施した予備的調査
の結果を報告する

原位置におけるKdを決定するための手法の開
発および，これまでに取得されたKdの妥当性を
評価する手法の確立

鉱物学的キャラクタリゼーション

室内吸着試験

洗浄によって試
験区間の水質
(pH, 電 気 伝 導
度等 )が 回復 す
ることを確認

10MI26号孔循環試験中の水質の変化

時間 (hour)

50

pH

水質定常状態確認試験

10MI26号孔の割れ目密度と湧水量

洗浄用区間

湧水量Î 740mL/min 0.1mL/min

割れ目密度・湧水量の観測

本研究で得られた成果

電気伝導度 (uS/m)
水温 (℃)

★本研究の目的★

原位置試験概念図

●洗浄用区間と試験区間
を直接接続し、試験区
モニター
400m
間の水を排水するこ と
で、水質を回復
500m
●両区間は水質が類似し
注採水装置
ていることを確認済み
10MI26号孔位置図 10MI26号孔モニタリング装置写真

300m

200m

100m 深度400m
掘削長70.3m
全6区間
孔径0.1m

換気立抗 主立抗

原位置試験実施場所

両者の比較からKdの妥当性を評価

原位置試験

仮定の妥当性は未検証

これまでの物質移行評価
「原位置でのKd ＝ 室内試験でのKd」と仮定し，
元素の固液分配反応を評価

室内試験

これまでの実施内容

花崗岩ブロック

室内試験概念図

研究アプローチ

固液分配概念図

Kd

元素

固液分配係数(Kd) ・・・岩盤による元素の保持機能を定量的に示す指標

研究背景

pH

金沢大学大学院 自然科学研究科 福士圭介・長谷川優介・前田耕志

原子力機構 地層処分研究開発部門 結晶質岩地質環境研究グループ 山本祐平・青才大介・水野 崇

TGC 原位置試験による元素の固液分配係数(Kd)の決定及び評価手法の構築

金沢大学と原子力機構の共同研究 -平成22年度先行基礎工学研究-
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東京大学、岡山大学

丹野剛男・引間亮一・真田祐幸・松井裕哉・佐藤稔紀
○現象論的アプローチ

研究委託先：

地層処分研究開発部門 東濃地科学研究ユニット 結晶質岩地質環境研究グループ
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破壊形態
（class II）
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破壊応力が
一致

1

1.2

再沈殿

A
溶解

溶解

2×10-3mm

A’

A’

図-5 石英供試体の圧力溶解の様子
マイクロクラックの進展の一因であ
ると考えられる石英供試体の圧力溶
解現象を捉えることができた。

表面図

A

断面図

図-2 試験結果と計算結果の比較による
構成方程式の検証
本研究で提案した構成方程式による土岐花
崗岩の一軸圧縮試験の計算結果と試験結果
が概ね一致した。室内試験レベルでは応力‐ひ
ずみの挙動について予測が可能となった。

（応力σ, ひずみε：基準値により正規化した無次元量）

0

土岐花崗岩

試験結果
計算結果

1

10 3

10 6
時間 (s)

岩盤物性のばらつき
を考慮しない（均質）

10 9

岩盤物性のばらつき
を考慮（最大）

10 12

(約3万年)

図-6 FLD modelによる計算結果と既往の試験
結果との比較
Freundlich, Langmuirの吸着等温式と本研究の
データを基に石英の圧力溶解式（FLD model）を提
案し、計算結果と既往の試験結果との比較を行っ
た。その結果、計算結果は既往の試験結果と概ね
一致した。

Brady and Walther(1989)に一部加筆

Walther
Walther

図-3 坑道の変形予測解析
土岐花崗岩を例として、構成方程式を用いて、約3
万年間の坑道周辺岩盤のクリープ変形の予測解析を
実施した。
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○理論的アプローチ
マイクロクラックの進展の一因である石英の圧力溶解現象を確認した。また、石英の圧力溶解式（FLD model）を提案し、既往の試験結果による検証
を行い、 FLD model による計算結果が試験結果に概ね一致することを確認した。今後は引き続きデータを蓄積し、FLD modelの検証を行う。

○現象論的アプローチ
構成方程式による一軸圧縮試験の計算結果と試験結果を比較し、時間依存性挙動の予測が室内試験レベルでは有効であることが分かった。今後
は引き続きデータを蓄積するとともに、調査結果に基づき研究坑道における原位置試験の計画を策定し実施する。

成果および今後の予定

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

図-4 稲田花崗岩の一軸圧縮試験中のマイクロクラックの進展
の様子
石英粒子内のマイクロクラックが粒界を越えて長石内に進展し、
クラックが成長していくことが分かった。

（石英）

（長石）

（載荷の初期の段階）

*

（線形弾性の段階）

図-1 田下凝灰岩による長期クリープ試験
田下凝灰岩ではクリープ応力が一軸圧縮強度の
30％という低い応力レベルであっても10年程度で
はクリープひずみは収束しないことが分かった。

1

前回
今回

ε 2 = a・t 0.1

田下凝灰岩

破線

理論的アプローチ（岡山大学）

クリープ歪 (×10

構成方程式を用いて土岐花崗岩中に掘削した
坑道の変形予測解析の一例

u/D (×10 -6)

主な調査研究結果
現象論的アプローチ（東京大学）

σ

時間依存性による挙動自体に着目し、現象を実験室で再現・観察し、岩
○岩盤の長期挙動評価技術の確立
盤の長期挙動を評価する技術を確立する。
岩盤は時間の経過に伴い力学状態が変化する（岩盤の時間依存性挙動）。時間依
○理論的アプローチ
存性挙動が坑道の将来的な安定性（1000年程度）に及ぼす影響を評価する技術を
時間依存性挙動の原因となるマイクロクラックの発生・進展を微視的な
確立するために、瑞浪超深地層研究所では2種類のアプローチによる研究を進めてい 観点のもと、化学と力学の相互作用を考慮して、実験室で現象を再現・観
る（現象論的アプローチ、理論的アプローチ） 。
察し、岩盤の長期挙動を評価する技術を確立する。

目標・実施概要

TGC

超深地層研究所計画
－岩盤力学の長期挙動評価に関する委託研究－
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5. おわりに
地層科学研究における研究開発の成果については，処分事業と国による安全規制の両面を支える技
術基盤の構築に資するため，学会誌等での論文発表や研究開発報告書の作成・公開，「情報・意見交
換会」の開催等により，処分事業の各段階に先行してタイムリーに広く公開していく。平成 23 年度の「情
報・意見交換会」には，大学，研究機関，企業をはじめ多くの方々に参加いただき，貴重なご意見等をい
ただいた。いただいたご意見等は，今後，研究開発計画の策定や「情報・意見交換会」を開催する際の
参考にしたいと考えている。また，関係各位のさらなるご理解とご協力をお願いしたい。

謝辞
「平成 23 年度 東濃地科学センター 地層科学研究 情報・意見交換会」において，財団法人地震予
知総合研究振興会 東濃地震科学研究所の大久保慎人様，雑賀敦様，鈴木貞臣様，中島唯貴様にポス
ター発表をお願いし，貴重な研究成果を報告いただいた。また，大学，研究機関，企業をはじめ多くの
方々にご参加いただき，貴重なご意見等をいただいた。これらの全ての方々に深く感謝する次第である。
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

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

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 基本単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立法メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立法メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648000) rad
ha 1ha=1hm2=104m2
L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
t
1t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2/ 2
m m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

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
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1eV=1.602 176 53(14)×10-19J

1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(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。

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
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
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 sA
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
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 sA
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５．SI 接頭語
記号 乗数
接頭語
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60s
時
h 1h =60 min=3600 s

（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。

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
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量, 方向
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

接頭語
ヨ
タ

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

ジ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ｃ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb

1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（c）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。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

準

大

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1γ=1 nT=10-9T

1フェルミ=1 fm=10-15m

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

」

1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg

ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m

（第8版，2006年改訂）
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